
25061 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

711 パスポートチェック 牡2栗 54 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 21：12．0 1．5�

34 � ピンクダイヤ 牡2芦 54 M．デムーロ木村 久子氏 森 秀行 米 Robert
Schaedle 456＋121：12．42� 8．8�

33 セ キ フ ウ 牡2栗 54 戸崎 圭太中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 474± 01：12．5� 8．5�
45 イチゴキネンビ 牡2鹿 54

52 △山田 敬士 合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 460－ 6 〃 ハナ 18．7�
712 ヒデノレインボー 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 464－ 41：12．6� 16．3�
814 ラッパラッパー 牝2栗 54

52 △秋山 稔樹西森 功氏 堀井 雅広 平取 二風谷ファーム B458－ 21：13．34 9．2�
58 スターオブフェイス 牡2鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 434± 01：13．61� 225．6	
22 ニシノブチヌケ 牡2栗 54 丹内 祐次西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B530－ 81：13．91� 148．5

69 キタノドーベル 牝2黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 448＋ 81：14．01 335．9�
610 ダイチスマイル 牡2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 428± 01：14．42� 353．7�
57 アポロウェイラーズ 牝2栗 54 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 470－ 61：14．5クビ 49．5
813 ダイメイミライ 牡2鹿 54 江田 照男宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 本桐牧場 468－ 21：14．6� 17．4�
11 ワッチャネイム 牝2芦 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 シグラップファーム 462＋ 21：14．7� 376．8�
46 ジーガーデン 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 槇本牧場 492＋ 61：14．81 276．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，896，200円 複勝： 109，891，900円 枠連： 16，246，400円
馬連： 73，253，600円 馬単： 48，657，400円 ワイド： 67，756，200円
3連複： 117，293，300円 3連単： 177，409，400円 計： 669，404，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（3－7） 220円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 520円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 588962 的中 � 312594（1番人気）
複勝票数 計1098919 的中 � 643745（1番人気）� 83366（3番人気）� 107708（2番人気）
枠連票数 計 162464 的中 （3－7） 55204（1番人気）
馬連票数 計 732536 的中 �� 99636（2番人気）
馬単票数 計 486574 的中 �� 52419（1番人気）
ワイド票数 計 677562 的中 �� 65707（2番人気）�� 76520（1番人気）�� 29059（7番人気）
3連複票数 計1172933 的中 ��� 89847（1番人気）
3連単票数 計1774094 的中 ��� 52120（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．1―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．8
3 11（6，14）（4，7）5（12，13）3（1，2，9）8－10 4 11，14－4（6，7）（5，12）－3（1，13）（2，9）－8，10

勝馬の
紹 介

パスポートチェック �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．7．3 函館2着

2019．2．25生 牡2栗 母 ボ ー ダ レ ス 母母 コスモポリタン 4戦1勝 賞金 11，900，000円

25062 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

24 ハッピープリベイル 牡2鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 21：34．2 4．4�
36 ジェットグリッター 牝2黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 420－ 81：34．52 7．3�
59 シナモンスティック 牝2芦 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：34．81� 15．8�
12 シ タ ゴ コ ロ 牡2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 438＋ 61：34．9� 19．2�

612 ショウナンタイジュ 牡2青鹿54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 矢野 英一 日高 中原牧場 460＋ 21：35．0クビ 3．4�
47 コスモプルエバ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 	ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 428± 0 〃 クビ 4．3

23 ニシノジャズ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 482－ 81：35．21 113．5�
35 ア ウ グ ス ト 牡2鹿 54 石川裕紀人�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 500－141：35．31 50．0�
714 ミルトイグニス 牡2黒鹿54 木幡 初也永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 500＋ 21：35．82� 38．0
510 イデアノキセキ 牡2青鹿54 田辺 裕信益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 432－ 61：35．9� 17．2�
713 オ オ フ ジ 牡2黒鹿54 木幡 巧也平川 浩之氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：36．22 273．5�
815 ワイワイドリーム 牡2鹿 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 534－10 〃 クビ 68．4�
611 トーセンフィジカル 牡2鹿 54

52 △山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 462－161：36．41� 361．4�

816 ペルペテュエル 牡2鹿 54 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム 464＋ 61：36．5クビ 30．4�
48 トップランク 牡2鹿 54 菅原 明良古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 444－10 〃 クビ 96．0�
11 ピ カ リ エ 牝2芦 54 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 470－121：38．8大差 186．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，597，800円 複勝： 63，452，500円 枠連： 13，573，500円
馬連： 66，458，100円 馬単： 30，633，400円 ワイド： 59，111，200円
3連複： 105，268，600円 3連単： 107，147，900円 計： 485，243，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 210円 � 330円 枠 連（2－3） 1，090円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 610円 �� 890円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 24，810円

票 数

単勝票数 計 395978 的中 � 75158（3番人気）
複勝票数 計 634525 的中 � 122934（2番人気）� 78781（4番人気）� 41340（6番人気）
枠連票数 計 135735 的中 （2－3） 9587（4番人気）
馬連票数 計 664581 的中 �� 33823（5番人気）
馬単票数 計 306334 的中 �� 7845（8番人気）
ワイド票数 計 591112 的中 �� 25944（5番人気）�� 16843（11番人気）�� 12614（13番人気）
3連複票数 計1052686 的中 ��� 15339（17番人気）
3連単票数 計1071479 的中 ��� 3130（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．3―11．8―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―46．5―58．3―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9

3 12（7，9，14）（5，2，16）（8，10）（1，6）（3，13）4，15－11
2
4

・（5，7，12）9（1，14）（2，8，16）（3，6，10）13（4，15）11・（12，9）（7，14，10）（5，2）16，6，13（3，8，4）1，15，11
勝馬の
紹 介

ハッピープリベイル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．6．6 東京6着

2019．3．8生 牡2鹿 母 ラッキーペニー 母母 クイックセイコー 4戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 ピカリエ号の調教師金成貴史は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金50，000円。
〔その他〕 ピカリエ号は，競走中に同馬の鞍が変位したため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エンドロール号・ギミーアワーズ号・ペイシャガルボ号

第４回 中山競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



25063 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第3競走 1，800�2歳新馬
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

33 フ ル オ ー ル 牡2鹿 54 M．デムーロ林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 444 ―1：57．0 2．7�
810 カフェカルマ 牡2鹿 54 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 514 ―1：57．1� 6．0�
22 リバーサルバレット 牡2鹿 54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482 ―1：57．42 3．7�
55 タマモバンケット 牝2芦 54 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 482 ―1：57．5クビ 20．2�
67 ニシノミッツ �2栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 488 ―2：00．4大差 73．2�
66 ノアペルーサ 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 502 ―2：00．6� 150．3	
11 レインツリー 牝2鹿 54 横山 武史�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 450 ― 〃 アタマ 5．1

44 ハートオンシューズ 牡2黒鹿54 横山 和生呉本 昌時氏 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 448 ―2：00．81� 25．2�
78 パワーエンブレム 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 506 ― 〃 アタマ 28．5�
811 シエリナロッジ 牝2鹿 54 丹内 祐次小林 弘明氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 462 ―2：01．33 107．9
79 アイスフォーゲル 牝2栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―2：03．8大差 23．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 41，962，000円 複勝： 42，261，400円 枠連： 8，871，100円
馬連： 51，536，600円 馬単： 28，290，400円 ワイド： 42，902，400円
3連複： 77，919，800円 3連単： 102，589，900円 計： 396，333，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（3－8） 920円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 300円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 419620 的中 � 127068（1番人気）
複勝票数 計 422614 的中 � 105939（1番人気）� 63698（4番人気）� 90027（2番人気）
枠連票数 計 88711 的中 （3－8） 7472（4番人気）
馬連票数 計 515366 的中 �� 43429（4番人気）
馬単票数 計 282904 的中 �� 12715（7番人気）
ワイド票数 計 429024 的中 �� 35192（3番人気）�� 58750（1番人気）�� 29046（5番人気）
3連複票数 計 779198 的中 ��� 63544（2番人気）
3連単票数 計1025899 的中 ��� 14214（10番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．2―13．3―13．1―12．9―13．3―13．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．7―52．0―1：05．1―1：18．0―1：31．3―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
2－（3，10）11（1，9）－（7，8）（5，6）－4・（2，10）（3，11）－1－（5，9，8）7（6，4）

2
4
2－（3，10）－11，1，9－（7，8）（5，6）－4
2（3，10）11（5，1）－8，7－6（9，4）

勝馬の
紹 介

フ ル オ ー ル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2019．3．5生 牡2鹿 母 ゴールドフォレスト 母母 フォレストキティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タマモバンケット号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイスフォーゲル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月25日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ミュークオーガス号（疾病〔左後肢跛行〕のため）

25064 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第4競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

814 ゼログラヴィティ 牝3黒鹿53 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490－ 61：08．0 2．8�

46 マウンテンムスメ 牝3栗 53
50 ▲永野 猛蔵西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 460＋101：08．42� 16．4�

22 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 55 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 21：08．5� 16．7�
47 ブエナベントゥーラ 牡3栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 518－ 61：08．6クビ 3．6�
59 オリアメンディ 牝3鹿 53 丹内 祐次�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 464＋ 4 〃 クビ 43．3�
610 イ ザ ラ 牝4鹿 55 横山 武史栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 444± 01：08．81 22．3	
713 セイウンダイモス 牡3栗 55 田辺 裕信西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 478± 01：08．9� 9．2

815 ア ヴ ァ ノ ス 牡3鹿 55

54 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 462＋161：09．21� 18．3�
35 アメージングサン �4鹿 57 横山 和生 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 474＋12 〃 アタマ 14．2
11 セイウンエンプレス 牝3黒鹿53 菅原 明良西山 茂行氏 本間 忍 日高 西山牧場 390＋20 〃 アタマ 61．5�
58 ギンコイエレジー 牝6黒鹿 55

53 △秋山 稔樹 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484－12 〃 アタマ 129．4�

23 ファイアダンサー 牝3青鹿53 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446＋ 21：09．3� 5．6�

34 � ユーアーマイソウル 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 492＋ 21：09．51� 298．6�
611 フォルティウス 牡3黒鹿55 岩部 純二ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 484－101：10．03 437．1�
712� デルマアンバリッド 牝5鹿 55

52 ▲横山 琉人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494－ 41：10．1� 384．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，624，600円 複勝： 83，407，400円 枠連： 17，755，500円
馬連： 85，881，700円 馬単： 39，865，900円 ワイド： 81，752，700円
3連複： 137，644，100円 3連単： 143，475，100円 計： 645，407，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 460円 � 400円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 890円 �� 590円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 22，750円

票 数

単勝票数 計 556246 的中 � 154008（1番人気）
複勝票数 計 834074 的中 � 196793（1番人気）� 38183（8番人気）� 45406（6番人気）
枠連票数 計 177555 的中 （4－8） 36289（1番人気）
馬連票数 計 858817 的中 �� 28356（8番人気）
馬単票数 計 398659 的中 �� 8549（11番人気）
ワイド票数 計 817527 的中 �� 23529（8番人気）�� 37374（4番人気）�� 7929（30番人気）
3連複票数 計1376441 的中 ��� 14791（23番人気）
3連単票数 計1434751 的中 ��� 4572（66番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 6，14，4（2，9）（1，7）10（3，12，15）13－5，8，11 4 6，14（4，2，9）7，1（10，15）3（13，12）－5－8－11

勝馬の
紹 介

ゼログラヴィティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．3．27 中山12着

2018．5．11生 牝3黒鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 5戦2勝 賞金 17，016，000円
※ユーアーマイソウル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25065 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ビジュノワール 牝2青鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 442 ―1：35．4 1．4�
47 ビロングゴールド 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 460 ―1：35．71� 41．5�
713 シ ロ ン 牝2鹿 54 松若 風馬山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 528 ―1：36．12� 32．4�
23 ゴールデンヨシノ 牡2鹿 54 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 436 ―1：36．3� 90．7�
815 アモールファティ 牝2鹿 54 津村 明秀薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 422 ― 〃 クビ 85．1�
816 ファロロジー 牝2鹿 54 M．デムーロ水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 458 ―1：36．4� 10．6	
24 アメトリーチェ 牝2栗 54 菅原 明良 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：36．61� 8．3�
11 フジフォンテ 牡2青鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：36．7� 125．2�

（フェルディナンド）

48 リュウキュウカリー 牡2鹿 54 柴田 善臣棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 456 ― 〃 クビ 107．6
714 ア イ レ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 458 ―1：36．91 12．8�
510 コーラルパール 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 猿橋 義昭 472 ―1：37．11� 162．6�
12 フォーユーランラン 牝2鹿 54

52 △山田 敬士村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 436 ―1：37．3� 162．1�
612 タイキバンディエラ 牡2黒鹿54 田辺 裕信�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482 ―1：37．4� 12．8�
59 ラスティンボーイ 牡2栗 54 木幡 巧也齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ― 〃 クビ 102．8�
611 モズテンクウ 牡2鹿 54 吉田 豊 
キャピタル・システム 清水 久詞 苫小牧 アスラン B482 ―1：37．82 49．9�
35 ベアフィールド 牝2鹿 54 大野 拓弥熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 秋田牧場 516 ―1：38．75 27．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，444，800円 複勝： 63，817，600円 枠連： 15，372，400円
馬連： 65，624，300円 馬単： 39，899，100円 ワイド： 57，264，100円
3連複： 96，180，400円 3連単： 130，224，900円 計： 519，827，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 620円 � 500円 枠 連（3－4） 1，750円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 830円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 11，410円 3 連 単 ��� 37，730円

票 数

単勝票数 計 514448 的中 � 278790（1番人気）
複勝票数 計 638176 的中 � 275711（1番人気）� 16097（8番人気）� 20298（7番人気）
枠連票数 計 153724 的中 （3－4） 6802（6番人気）
馬連票数 計 656243 的中 �� 20060（7番人気）
馬単票数 計 398991 的中 �� 8818（10番人気）
ワイド票数 計 572641 的中 �� 13794（8番人気）�� 18327（6番人気）�� 3029（42番人気）
3連複票数 計 961804 的中 ��� 6319（36番人気）
3連単票数 計1302249 的中 ��� 2502（108番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．8―12．1―11．7―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．6―47．4―59．5―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9

3 ・（4，6）（5，13，14）（7，16）（1，12）（8，11）15（2，10，3）＝9
2
4

・（4，5）（6，12）（1，13）（7，8，10，11，14，16）（2，3，15）＝9・（4，6）（7，13）－（5，14，16）1，8（11，12，15）（2，10，3）－9
勝馬の
紹 介

ビジュノワール �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2019．4．12生 牝2青鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 キタノキャスター号・ココリヴァルキリー号・コロンバイン号・シェーネンターク号・ジャンポール号・

スプリングオペラ号・ダイバリオン号・ニシノフォーリーフ号・ビヨンドザタイム号・マイレッドスター号・
レモンシャーベット号

25066 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

34 レインカルナティオ 牡4鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494± 02：00．7 13．0�
59 カトゥルスフェリス 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 5．5�
23 サンズオブタイム 牡3黒鹿54 横山 武史ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 22：00．81 3．8�
611 マイネルマーティン 牡3栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 82：00．9クビ 8．0�
610 オラコモエスタス 牡4鹿 57 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 508＋102：01．11� 10．8	
712 レベンディス �4栗 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 484－ 6 〃 クビ 28．2

47 ウエスタンエポナ 牝3鹿 52

50 △秋山 稔樹西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418－ 6 〃 アタマ 24．6�
11 タカラネイビー 牡3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 466－ 22：01．2� 13．6�
58 	 サイモンベラーノ 牝4栗 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 474＋ 82：01．3クビ 64．8
713 ミッキーパンチ 牡4栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 5．7�
46 スノーハレーション 牝3芦 52

49 ▲永野 猛蔵�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 406－102：01．4クビ 17．2�
22 コスモブルーノーズ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ムラカミファーム 428± 0 〃 クビ 86．5�
35 ア ク セ ル 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 520－ 2 〃 ハナ 11．0�
814 アクアマリンブルー �3栗 54 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 442－ 22：01．61� 105．2�
815	 アメジストヴェイグ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490－142：02．12
 148．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，750，100円 複勝： 82，052，100円 枠連： 17，828，100円
馬連： 88，791，500円 馬単： 35，001，500円 ワイド： 85，564，100円
3連複： 140，084，000円 3連単： 135，753，800円 計： 634，825，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 350円 � 200円 � 160円 枠 連（3－5） 1，890円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 780円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 40，970円

票 数

単勝票数 計 497501 的中 � 30495（7番人気）
複勝票数 計 820521 的中 � 48753（7番人気）� 103876（3番人気）� 162544（1番人気）
枠連票数 計 178281 的中 （3－5） 7301（10番人気）
馬連票数 計 887915 的中 �� 18911（12番人気）
馬単票数 計 350015 的中 �� 3048（38番人気）
ワイド票数 計 855641 的中 �� 20305（9番人気）�� 27977（6番人気）�� 42702（2番人気）
3連複票数 計1400840 的中 ��� 22948（8番人気）
3連単票数 計1357538 的中 ��� 2402（116番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．1―12．5―12．7―11．8―11．8―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．8―49．3―1：02．0―1：13．8―1：25．6―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
3（1，10）12（5，11）（4，7，9）－（6，8）－2，14－13－15
3（1，10）12（5，11）9，7，8（4，6）14（2，13）15

2
4
3（1，10）12（5，11）9（4，7）8，6（2，14）13－15
3，10（1，12）11（5，9）7（4，8）6（2，14）（13，15）

勝馬の
紹 介

レインカルナティオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．6．23 東京5着

2017．1．27生 牡4鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 11戦2勝 賞金 17，659，000円



25067 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

24 リンガスウォリアー 牡4栗 57 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B472＋ 21：53．5 17．8�
12 ロ ス コ フ 牡3鹿 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 486－ 61：53．7� 11．9�
611 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 54 丹内 祐次芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 488± 0 〃 アタマ 48．1�
713 サンキューレター 牡3栗 54 C．ルメール �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 480＋ 21：54．01� 5．5�
36 ティケイプルメリア 牝4鹿 55 三浦 皇成田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 472＋ 21：54．21� 37．7�
612 キタノリューオー 牡3鹿 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 464＋161：54．3クビ 7．8	
816 シュルードアイズ 牡3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 514＋ 21：54．4� 2．9

510 エコロカナワン 牡3鹿 54 菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486± 01：54．93� 45．5�
11 デリシュレーヌ 牝3青鹿52 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 476＋101：55．0アタマ 11．8�
815 サニートーク 牡4芦 57 M．デムーロ陳 立文氏 稲垣 幸雄 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 476－ 41：55．63� 7．2

714 シンクロゲイザー 牡4黒鹿 57
54 ▲永野 猛蔵松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：56．13 317．1�

23 � ヴィクトリーレーン �4黒鹿 57
55 △秋山 稔樹 �社台レースホース深山 雅史 千歳 社台ファーム 460－ 41：56．31 15．4�

59 フィールザワールド 牡3鹿 54 横山 武史櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466＋ 41：56．4� 18．2�
47 � カイザーソウル 牡4鹿 57 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B500－ 21：56．6� 26．8�
35 ラ デ ツ キ ー 牡5栗 57

54 ▲原 優介中辻 明氏 小手川 準 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B496± 01：56．81� 165．5�

48 グランスエーニョ �3鹿 54 野中悠太郎 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：57．33 111．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，265，400円 複勝： 81，907，800円 枠連： 23，189，700円
馬連： 96，355，600円 馬単： 33，842，200円 ワイド： 84，829，000円
3連複： 151，750，500円 3連単： 149，316，400円 計： 672，456，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 440円 � 410円 � 1，120円 枠 連（1－2） 1，530円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 17，460円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 13，320円 �� 6，630円

3 連 複 ��� 154，840円 3 連 単 ��� 917，410円

票 数

単勝票数 計 512654 的中 � 23012（8番人気）
複勝票数 計 819078 的中 � 50606（8番人気）� 56106（7番人気）� 17787（12番人気）
枠連票数 計 231897 的中 （1－2） 11696（6番人気）
馬連票数 計 963556 的中 �� 8427（34番人気）
馬単票数 計 338422 的中 �� 1453（71番人気）
ワイド票数 計 848290 的中 �� 7800（35番人気）�� 1630（76番人気）�� 3290（64番人気）
3連複票数 計1517505 的中 ��� 735（271番人気）
3連単票数 計1493164 的中 ��� 118（1599番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．0―12．9―12．0―12．1―12．5―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．5―50．4―1：02．4―1：14．5―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
4，7（13，11）2（6，9，12，15）－（3，16）（1，8）（5，14）－10
4（7，11）（2，13）（6，12，15，16）9（1，8）3（5，14）＝10

2
4
4，7（2，13，11）（6，9，12，15）－（3，16）（5，1，8）14－10・（4，11）2，13，16（6，7，12）－（9，15，1）3（5，14）－8，10

勝馬の
紹 介

リンガスウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．9．29 中山13着

2017．3．8生 牡4栗 母 ラブミーナンシー 母母 コパノタイマネ 20戦2勝 賞金 24，880，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユーアーマイソウル号

25068 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：32．3良

712 ベイビーステップ 牡7鹿 60 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488± 03：36．3 8．7�
45 メイショウギガース 牡7青鹿60 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 476－143：36．41 20．2�
33 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 484－ 43：36．93 31．1�
69 マイサンシャイン 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 484－ 23：37．64 7．5�
11 レオビヨンド 牡5鹿 60 小坂 忠士�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 498－ 2 〃 クビ 6．4�
34 マイティウェイ 牡5黒鹿60 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 486± 03：37．81� 9．4	
711 ボランテレオ 牡5鹿 60 植野 貴也近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 494－163：38．65 230．4

814 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 草野 太郎 �YGGホースクラブ 鈴木慎太郎 新ひだか 加野牧場 482＋ 43：39．87 38．9�
46 シェーンクラート 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 23：39．9� 33．1�
610 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 528＋103：40．32� 137．4
57 アースドラゴン 牡5鹿 60 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 494＋143：41．15 71．0�
22 ミ ラ ビ リ ア 牝6栗 58 金子 光希 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 478－ 2 （競走中止） 20．7�
58 レンジストライク 牡6黒鹿61 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－ 8 （競走中止） 1．9�
813� ミンナノシャチョウ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 2 （競走中止） 48．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，766，800円 複勝： 46，025，700円 枠連： 15，835，800円
馬連： 64，569，200円 馬単： 29，853，400円 ワイド： 47，507，100円
3連複： 109，024，200円 3連単： 125，646，700円 計： 477，228，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 640円 � 820円 枠 連（4－7） 5，020円

馬 連 �� 7，000円 馬 単 �� 14，050円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 3，910円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 70，180円 3 連 単 ��� 306，710円

票 数

単勝票数 計 387668 的中 � 35254（4番人気）
複勝票数 計 460257 的中 � 46365（5番人気）� 18029（7番人気）� 13671（8番人気）
枠連票数 計 158358 的中 （4－7） 2442（20番人気）
馬連票数 計 645692 的中 �� 7145（20番人気）
馬単票数 計 298534 的中 �� 1593（41番人気）
ワイド票数 計 475071 的中 �� 5370（25番人気）�� 3126（37番人気）�� 2209（48番人気）
3連複票数 計1090242 的中 ��� 1165（142番人気）
3連単票数 計1256467 的中 ��� 297（673番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．3－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
5－12＝（6，13）－（9，11，4）8，10－（1，3）－14＝7＝2・（5，12）＝13，4，3（6，11）9，10（1，14）－7＝8

�
�
5－12－13，6（11，4）9－8－10，3－1，14＝7・（5，12）＝3－4－11，9＝（1，6）14，10，7

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡7鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 障害：4戦2勝 賞金 29，101，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ミラビリア号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため2周目3号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

レンジストライク号は，競走中に疾病〔両後肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
ミンナノシャチョウ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



25069 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

11 コ ラ リ ン 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 432± 01：08．8 2．8�
66 シゲルファンノユメ 牡2鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 464－ 21：08．9	 4．5�
44 
 ジャスパークローネ 牡2栗 54 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 486＋ 41：09．0� 9．9�
33 インプロバイザー 牡2芦 54 菅原 明良江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 460－ 21：09．1	 5．1�
78 フミバレンタイン 牝2青鹿54 戸崎 圭太林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 41：09．52� 18．8�
77 エ シ ェ ロ ン 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 山岡牧場 456± 01：10．24 77．9	
89 ア ラ ク レ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：10．3� 16．6

810 フリートオブフット 牝2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438± 01：10．4� 5．5�
22 ブレットプルーフ 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 片岡 博 502＋161：10．5	 348．2�
55 ド リ ッ プ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌田中牧場 460＋ 21：10．71� 66．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 77，380，300円 複勝： 73，932，800円 枠連： 14，202，200円
馬連： 102，395，200円 馬単： 47，657，100円 ワイド： 70，656，200円
3連複： 134，069，400円 3連単： 210，556，400円 計： 730，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 220円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 773803 的中 � 227679（1番人気）
複勝票数 計 739328 的中 � 165501（1番人気）� 133877（2番人気）� 66860（5番人気）
枠連票数 計 142022 的中 （1－6） 14564（3番人気）
馬連票数 計1023952 的中 �� 120590（1番人気）
馬単票数 計 476571 的中 �� 28252（1番人気）
ワイド票数 計 706562 的中 �� 65463（2番人気）�� 35213（7番人気）�� 26392（8番人気）
3連複票数 計1340694 的中 ��� 46565（7番人気）
3連単票数 計2105564 的中 ��� 16383（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（4，5）7，9（3，8，10）（2，1）－6 4 ・（4，5）7（3，8，9）10（2，1）6

勝馬の
紹 介

コ ラ リ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．6．12 札幌4着

2019．2．21生 牝2栗 母 モ ル ジ ア ナ 母母 サ マ ー ハ 3戦2勝 賞金 22，410，000円

25070 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第10競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
賞 品

本 賞 10，500，000
10，500，000

円
円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 176，000
176，000

円
円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

55 ベスビアナイト �4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 42：31．9 2．5�
68 ロードトゥフェイム 牡3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 482－ 8 〃 同着 8．6�
67 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434＋ 42：32．32	 8．1�
56 メイショウラツワン 牡4鹿 57 横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 476－ 62：32．4アタマ 11．8�
812 ヴ ァ イ ザ ー 牡6黒鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456－ 22：32．5
 74．4�
11 ウォルフズハウル 牡5黒鹿57 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋16 〃 クビ 18．4	
79 レイオブウォーター 牡3青鹿54 田辺 裕信大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 496＋ 62：32．6クビ 3．3

710 インペリアルフィズ 牡7栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B480＋ 22：32．7
 96．2�
33 ディアセオリー 牡4鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 488－ 62：32．91� 20．0
811 ネオストーリー 牡4青鹿57 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462－12 〃 アタマ 25．9�
22 サンサルドス 牡5鹿 57 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536－ 42：33．53	 28．0�
44 � ア ス テ ィ �5栗 57 江田 照男山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 426± 02：33．71 32．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，193，700円 複勝： 90，227，800円 枠連： 25，271，500円
馬連： 149，193，800円 馬単： 60，155，000円 ワイド： 111，741，800円
3連複： 224，598，100円 3連単： 271，946，500円 計： 1，008，328，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

150円
330円 複 勝 �

�
130円
240円 � 180円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 ��
��

1，480円
1，740円

ワ イ ド �� 630円 ��
��

320円
1，030円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ���
���

5，410円
8，220円

票 数

単勝票数 計 751937 的中 � 237891（1番人気）� 69804（4番人気）
複勝票数 計 902278 的中 � 226601（1番人気）� 74790（4番人気）� 125194（3番人気）
枠連票数 計 252715 的中 （5－6） 42998（2番人気）
馬連票数 計1491938 的中 �� 74633（4番人気）
馬単票数 計 601550 的中 �� 15286（10番人気）�� 12907（11番人気）
ワイド票数 計1117418 的中 �� 43788（4番人気）�� 99906（2番人気）�� 25622（12番人気）
3連複票数 計2245981 的中 ��� 65683（6番人気）
3連単票数 計2719465 的中 ��� 18235（22番人気）��� 11960（41番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．6―11．9―11．9―13．0―12．0―12．6―12．5―12．0―11．7―11．9―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．5―30．1―42．0―53．9―1：06．9―1：18．9―1：31．5―1：44．0―1：56．0―2：07．7―2：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．9―3F35．9
1
�
2－6－12（8，9）（5，11）3（1，10）－7＝4
2，6，12（8，9）（3，5，11）（10，7）（1，4）

2
�
2－6－12（8，9）（5，11）3，10，1，7＝4・（2，6）12（8，9）（5，7）（3，10，11）（1，4）

勝馬の
紹 介

ベスビアナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．9．21 中山9着

2017．1．26生 �4鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 11戦3勝 賞金 41，522，000円
ロードトゥフェイム �

�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．9．27 中山3着

2018．4．30生 牡3鹿 母 ラドランファーマ 母母 ヒデアスタイアー 8戦3勝 賞金 27，858，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エカテリンブルク号・タイセイモンストル号



25071 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 522＋ 21：10．2 158．6�
59 	 クーファピーカブー 牝5栗 54 三浦 皇成大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468± 01：10．3クビ 42．6�
36 シ ン シ テ ィ 牝4黒鹿54 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 474± 0 〃 ハナ 20．3�
35 メ デ ィ ク ス 牡5栗 56 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 476＋ 2 〃 ハナ 8．6�
11 デザートストーム 牡7黒鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 2 〃 クビ 16．9�
510
 ロンドンテソーロ 牡5栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 518＋ 4 〃 アタマ 8．7	

24 ジェネティクス 牡4鹿 57 石橋 脩 
キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 514－ 41：10．4� 3．9�
12 メイショウアリソン 牡7黒鹿56 丸山 元気松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498＋ 61：10．5クビ 51．9�
713 ア ポ ロ ビ ビ 牡5栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464－ 2 〃 ハナ 3．5
48 メイショウベンガル 牡4芦 56 M．デムーロ松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 468－ 2 〃 クビ 13．0�
47 デンコウリジエール 牡4鹿 56 菅原 明良田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464± 01：10．71� 27．3�
714 カレンロマチェンコ 牡3鹿 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 466＋ 4 〃 ハナ 12．5�
23 スナークスター 5鹿 56 永野 猛蔵杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 466＋ 6 〃 クビ 79．9�
612 スナークライデン 牡7芦 56 野中悠太郎杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482－ 61：10．91� 116．7�
816 クリノケンリュウ 牡7栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 504＋ 21：11．11� 193．7�
611
 パーティナシティ 牡5鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

502＋ 21：11．31� 8．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 132，975，000円 複勝： 186，136，500円 枠連： 70，888，200円
馬連： 361，628，900円 馬単： 123，297，200円 ワイド： 253，449，100円
3連複： 599，398，700円 3連単： 651，415，100円 計： 2，379，188，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，860円 複 勝 � 3，220円 � 1，290円 � 720円 枠 連（5－8） 16，330円

馬 連 �� 195，440円 馬 単 �� 405，580円

ワ イ ド �� 37，090円 �� 25，860円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 448，200円 3 連 単 ��� 4，254，730円

票 数

単勝票数 計1329750 的中 � 6707（15番人気）
複勝票数 計1861365 的中 � 14716（15番人気）� 38233（12番人気）� 71912（9番人気）
枠連票数 計 708882 的中 （5－8） 3363（29番人気）
馬連票数 計3616289 的中 �� 1434（111番人気）
馬単票数 計1232972 的中 �� 228（224番人気）
ワイド票数 計2534491 的中 �� 1759（110番人気）�� 2525（103番人気）�� 9993（63番人気）
3連複票数 計5993987 的中 ��� 1003（421番人気）
3連単票数 計6514151 的中 ��� 111（2710番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―11．2―11．8―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―33．1―44．9―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．1
3 ・（6，9）14（4，10，15）11，5（3，7）8，13（2，16）（1，12） 4 ・（6，9）14（4，15）（10，11）（3，5）8（2，7）13（1，16）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロイヤルパールス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2017．9．17 阪神10着

2015．4．2生 牡6鹿 母 ラヴフルーヴ 母母 トモエマーガレット 41戦5勝 賞金 84，099，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォーテ号
（非抽選馬）17頭 アッシェンプッテル号・アバルラータ号・ヴァニラアイス号・エイコーン号・サンライズソア号・

シーズンズギフト号・スズカフロンティア号・デュードヴァン号・ナランフレグ号・バティスティーニ号・
ハーグリーブス号・ミヤジコクオウ号・レシプロケイト号・レッドヴェイロン号・レッドフレイ号・
ロードグラディオ号・ロードラズライト号

25072 9月25日 曇 良 （3中山4） 第6日 第12競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 スノームーン 牝3鹿 52 菅原 明良�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 456＋ 81：53．1 5．2�
713 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 21：53．31� 3．9�
612 ダンツチョイス 牝6栗 55 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 464－ 61：53．51� 19．1�
11 ペイルライダー 牝3鹿 52 横山 武史市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476－ 41：53．81� 13．7�
35 アドアステラ 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B458＋ 6 〃 ハナ 31．2	
611 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 三浦 皇成近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B486± 01：53．9� 14．2

59 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55 内田 博幸 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506－ 41：54．21� 102．7�
47 シーシーサザン 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 452＋14 〃 ハナ 12．1�
23 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 津村 明秀�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 458＋ 61：54．52 25．2
510 オータムレッド 牝4栗 55 嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：54．7� 38．8�
714 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448－ 61：54．8� 7．3�
24 グ ロ グ ラ ン 牝6栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 B496＋ 81：55．01� 31．9�
815 プレフェリータ 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474＋ 61：55．1クビ 4．4�
816 アラゴネーゼ 牝5芦 55

54 ☆木幡 育也�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498± 01：55．2� 67．0�
36 ミコブラック 牝3青鹿 52

49 ▲小林 凌大古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 472－ 21：55．41� 127．3�
12 � ココリモアナ 牝6鹿 55

53 △秋山 稔樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 462＋ 21：56．78 197．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，454，000円 複勝： 130，139，600円 枠連： 43，847，900円
馬連： 199，668，700円 馬単： 73，201，500円 ワイド： 174，410，300円
3連複： 336，813，200円 3連単： 347，386，700円 計： 1，401，921，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 160円 � 350円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，760円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 964540 的中 � 148142（3番人気）
複勝票数 計1301396 的中 � 161826（3番人気）� 265531（1番人気）� 76789（8番人気）
枠連票数 計 438479 的中 （4－7） 47159（2番人気）
馬連票数 計1996687 的中 �� 142063（1番人気）
馬単票数 計 732015 的中 �� 25217（3番人気）
ワイド票数 計1744103 的中 �� 103224（1番人気）�� 24013（21番人気）�� 49711（9番人気）
3連複票数 計3368132 的中 ��� 51024（9番人気）
3連単票数 計3473867 的中 ��� 12112（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―13．0―12．7―12．1―12．7―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．8―49．8―1：02．5―1：14．6―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．5
1
3
15，8（2，11）14（13，16）－（1，4，10）－（7，3）6－5－12－9
15，8（13，11，16）14（2，1，10）（7，4，3）5（6，9）12

2
4
15－8（2，11）（13，14）（1，16）4，10，7，3－（6，5）－12，9・（15，8）（13，11）16，1（7，14）（10，3）（4，5）－9（2，12）6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スノームーン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bernardini デビュー 2020．10．25 東京8着

2018．3．11生 牝3鹿 母 ドルドラムズ 母母 Appealing Storm 5戦3勝 賞金 23，700，000円
〔騎手変更〕 シャーレ号の騎手石橋脩は，負傷のため津村明秀に変更。



（3中山4）第6日 9月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

242，390，000円
8，210，000円
29，850，000円
1，671，000円
28，710，000円
75，355，000円
5，528，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
769，310，700円
1，053，253，100円
282，882，300円
1，405，357，200円
590，354，100円
1，136，944，200円
2，230，044，300円
2，552，868，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，021，014，700円

総入場人員 3，802名 （有料入場人員 3，586名）
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