
26049 9月20日 曇 稍重 （3中京5） 第5日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

57 ナツイロノオトメ 牝2青鹿 54
51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 474－ 41：11．7 4．1�

22 オーロベルディ 牝2鹿 54
51 ▲小沢 大仁ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 474－ 21：12．12� 7．0�

11 ミーナティエルナ 牝2栗 54 岩田 望来 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 430＋ 41：12．63 11．2�
69 コパノリンダ 牝2鹿 54

51 ▲西谷 凜小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 442＋ 61：12．92 17．6�
33 ハクアイエール 牝2栗 54 藤井勘一郎 �H.Iコーポレーション 石坂 公一 新冠 佐藤牧場 460＋ 4 〃 クビ 6．6�
44 バーニングアイズ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 414－ 61：13．32� 5．4	
812 ブランクペイジ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 402－181：13．93� 10．3

56 リアルファンタジア 牝2鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：14．0� 9．9�
813 ジョードリブル 牝2芦 54

51 ▲松本 大輝上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 478＋ 41：14．1� 14．3�
710 メイショウアスカゼ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－12 〃 アタマ 108．5
711 イタリアンカラー 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 大江牧場 418＋ 81：14．52� 55．2�

68 キーシーズン 牝2黒鹿54 川又 賢治北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 404－ 6 〃 アタマ 182．3�
45 パ ー シ ス ト 牝2鹿 54 川島 信二�杵臼牧場 畑端 省吾 浦河 杵臼牧場 394± 01：15．77 44．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，494，600円 複勝： 49，809，000円 枠連： 10，698，100円
馬連： 63，351，600円 馬単： 25，702，100円 ワイド： 57，063，300円
3連複： 98，433，800円 3連単： 101，071，100円 計： 436，623，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 200円 � 420円 枠 連（2－5） 840円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 510円 �� 910円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 20，550円

票 数

単勝票数 計 304946 的中 � 61831（1番人気）
複勝票数 計 498090 的中 � 79303（2番人気）� 71492（4番人気）� 24990（9番人気）
枠連票数 計 106981 的中 （2－5） 10136（3番人気）
馬連票数 計 633516 的中 �� 37683（2番人気）
馬単票数 計 257021 的中 �� 9445（1番人気）
ワイド票数 計 570633 的中 �� 31629（2番人気）�� 16327（10番人気）�� 10848（20番人気）
3連複票数 計 984338 的中 ��� 15761（13番人気）
3連単票数 計1010711 的中 ��� 3933（30番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナツイロノオトメ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 アラムシャー デビュー 2021．8．1 新潟14着

2019．4．27生 牝2青鹿 母 フェールクークー 母母 ウッディークー 2戦1勝 賞金 5，100，000円

26050 9月20日 曇 稍重 （3中京5） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

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
1：52．3
1：50．9

重
不良

11 ウェルカムニュース 牡2鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 01：53．0 1．9�
89 ロードジャスティス 牡2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B464－101：54．38 7．3�
66 テイエムアラジン 牡2鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 490－ 61：55．89 73．4�
77 アナザーゲート 牡2栗 54

51 ▲松本 大輝田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 絵笛牧場 470－101：56．01 55．8�
78 ソレジャートポスト 牡2栗 54 松若 風馬吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 450＋ 41：56．53 3．0�
22 ハクアイリシャール 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 富田牧場 516－ 4 〃 クビ 11．1	
810 デルマオベロン 牡2栗 54 小崎 綾也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 438＋ 41：57．24 18．0

55 タカノドリーム 牡2栗 54

51 ▲西谷 凜山口多賀司氏 梅田 智之 新冠 大栄牧場 502＋121：58．68 41．1�
44 ブライトスノー 牡2芦 54 中井 裕二古賀 慎一氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 446＋ 21：59．87 78．4�
33 マルノミズキ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志丸山 隆雄氏 羽月 友彦 日高 U・M・A 428＋ 42：01．6大差 110．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，668，100円 複勝： 30，323，100円 枠連： 9，175，000円
馬連： 45，956，400円 馬単： 28，186，800円 ワイド： 40，696，000円
3連複： 71，135，200円 3連単： 129，809，500円 計： 387，950，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 670円 枠 連（1－8） 360円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，830円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 326681 的中 � 138683（1番人気）
複勝票数 計 303231 的中 � 101001（1番人気）� 38367（3番人気）� 7073（7番人気）
枠連票数 計 91750 的中 （1－8） 20208（2番人気）
馬連票数 計 459564 的中 �� 71029（2番人気）
馬単票数 計 281868 的中 �� 26748（3番人気）
ワイド票数 計 406960 的中 �� 43175（2番人気）�� 5424（15番人気）�� 2355（27番人気）
3連複票数 計 711352 的中 ��� 6688（19番人気）
3連単票数 計1298095 的中 ��� 5027（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．3―13．5―12．4―12．3―12．3―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．5―51．0―1：03．4―1：15．7―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムニュース �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．7．25 新潟7着

2019．4．19生 牡2鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ブライトスノー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカノドリーム号・マルノミズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月

20日まで平地競走に出走できない。

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

第５回 中京競馬 第５日



26051 9月20日 曇 良 （3中京5） 第5日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走10時55分 （芝・左）

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
2：00．6
1：58．9

良
良

11 パーソナルハイ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 460± 02：03．8 3．0�
77 ベッラアルバ 牝2黒鹿54 �島 克駿 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 432－ 82：04．54 6．2�
89 アドマイヤグリーゼ 牝2栗 54 藤岡 康太近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 432－ 22：04．7� 6．6�
66 プレシャスソウル 牡2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 444± 02：04．81 41．6�
33 ルクスレジーナ 牝2鹿 54 川田 将雅杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 452± 02：04．9クビ 2．5	
810 ロックバウンド 牡2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472± 02：05．11� 18．1

78 コスモゴレアドール 牡2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 42：05．41� 60．3�
44 デ ー モ ン 牡2鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 浦河 �川 啓一 496－ 42：05．5クビ 16．6�
55 ラウルピドゥ 牡2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 476± 02：05．82 102．2
22 ガリトラップ 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 444± 02：06．01 272．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，463，900円 複勝： 44，880，400円 枠連： 8，903，800円
馬連： 54，672，800円 馬単： 27，826，800円 ワイド： 45，227，600円
3連複： 84，798，100円 3連単： 134，281，800円 計： 442，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（1－7） 990円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 414639 的中 � 113395（2番人気）
複勝票数 計 448804 的中 � 110670（2番人気）� 72243（3番人気）� 62975（4番人気）
枠連票数 計 89038 的中 （1－7） 7152（5番人気）
馬連票数 計 546728 的中 �� 46572（4番人気）
馬単票数 計 278268 的中 �� 14860（5番人気）
ワイド票数 計 452276 的中 �� 45153（2番人気）�� 30735（5番人気）�� 19632（6番人気）
3連複票数 計 847981 的中 ��� 39597（6番人気）
3連単票数 計1342818 的中 ��� 16259（18番人気）

ハロンタイム 13．5―11．9―13．8―13．3―13．0―12．6―12．0―11．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．4―39．2―52．5―1：05．5―1：18．1―1：30．1―1：41．3―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7
1
3
1（3，7）（4，9）（2，10）6，8－5
1（7，9）（3，4，10）（2，6，8）－5

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

勝馬の
紹 介

パーソナルハイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 City Zip デビュー 2021．8．7 新潟5着

2019．5．8生 牝2鹿 母 パーソナルダイアリー 母母 Latest Scoop 3戦1勝 賞金 7，800，000円

26052 9月20日 曇 稍重 （3中京5） 第5日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時25分 （ダート・左）

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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

68 テーオーシャルマン 牝2青鹿54 吉田 隼人小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 480 ―1：26．1 18．8�
711 キモットフェイス 牝2鹿 54 三浦 皇成 STレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 508 ―1：26．63 13．9�
44 エアフォースワン 牡2鹿 54 国分 恭介藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 458 ―1：27．12� 37．7�
56 ニホンピロクレール 牝2芦 54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462 ―1：27．2� 40．3�
813 メジャーアドバンス 牡2栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488 ―1：27．62� 6．5�
45 ディスケガウデーレ 牡2黒鹿54 岩田 望来西森 功氏 大久保龍志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498 ―1：27．7� 1．5	
11 ワンダークレイモア 牡2黒鹿54 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 480 ―1：27．91 14．8

33 ボルダーズビーチ 牝2鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 454 ―1：28．0� 10．2�
69 マ ボ ン ヌ 牝2鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 畑端 省吾 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：28．31� 62．9�
57 ミキノプリンス 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 490 ―1：28．4アタマ 60．6
22 ザ ヴ ォ ー グ 牡2栗 54

51 ▲松本 大輝 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 486 ―1：28．61� 142．5�
710 ビッグファクター 牡2芦 54 和田 竜二吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B536 ―1：33．8大差 27．2�
812 ナンヨーチェリー 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 武田牧場 490 ―1：34．97 177．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，562，300円 複勝： 43，635，700円 枠連： 10，322，200円
馬連： 52，017，700円 馬単： 30，464，300円 ワイド： 45，316，100円
3連複： 80，577，800円 3連単： 111，690，300円 計： 422，586，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 390円 � 280円 � 730円 枠 連（6－7） 2，790円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 16，980円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 3，390円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 77，470円 3 連 単 ��� 350，400円

票 数

単勝票数 計 485623 的中 � 21937（6番人気）
複勝票数 計 436357 的中 � 29084（6番人気）� 45740（3番人気）� 14092（8番人気）
枠連票数 計 103222 的中 （6－7） 2957（12番人気）
馬連票数 計 520177 的中 �� 5126（22番人気）
馬単票数 計 304643 的中 �� 1435（40番人気）
ワイド票数 計 453161 的中 �� 7046（19番人気）�� 3535（32番人気）�� 2557（39番人気）
3連複票数 計 805778 的中 ��� 832（122番人気）
3連単票数 計1116903 的中 ��� 255（538番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．5―12．6―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：00．4―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーシャルマン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2019．3．21生 牝2青鹿 母 ラブミーナンシー 母母 コパノタイマネ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグファクター号・ナンヨーチェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

10月20日まで平地競走に出走できない。



26053 9月20日 曇 良 （3中京5） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

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
1：33．1
1：32．3

良
良

814 レッドラマンシュ 牡2黒鹿54 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 468 ―1：37．3 7．5�
22 マコトダイトウレン 牝2栗 54 松田 大作�ディアマント 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 460 ― 〃 クビ 28．1�
610 ロードマゼラン 牡2青鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 498 ―1：37．4� 2．6�
712 テイエムビシャモン 牡2黒鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 482 ―1：37．61� 54．8�
45 ビートルジュース 牝2青 54 藤懸 貴志阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 438 ―1：37．91� 66．8�
711 タイセイドレフォン 牡2鹿 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 アタマ 5．2	
69 クラシックステップ 牡2鹿 54 吉田 隼人 
シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 ハナ 8．5�
46 ア ル シ ェ 牝2青鹿54 川須 栄彦清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 ハナ 129．3�
813 サイモンハミング 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 450 ―1：38．1� 215．1
58 カバロプレト 牡2青鹿54 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ― 〃 ハナ 135．6�
11 ジ ェ ン ヌ 牝2鹿 54 古川 吉洋エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 432 ―1：38．31� 25．3�
33 ミ テ ィ エ ラ 牝2鹿 54 岩田 望来吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 490 ― 〃 ハナ 6．6�
57 エイブルマン 牡2黒鹿54 菱田 裕二田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 444 ―1：38．83 14．6�
34 エ レ ア イ ム 牝2青鹿54 幸 英明 
サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490 ―1：40．18 34．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，679，200円 複勝： 56，013，700円 枠連： 11，987，300円
馬連： 62，827，000円 馬単： 28，934，400円 ワイド： 56，000，500円
3連複： 98，218，700円 3連単： 104，881，700円 計： 470，542，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 460円 � 130円 枠 連（2－8） 6，510円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 400円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 55，090円

票 数

単勝票数 計 516792 的中 � 57455（4番人気）
複勝票数 計 560137 的中 � 75044（3番人気）� 21625（7番人気）� 148969（1番人気）
枠連票数 計 119873 的中 （2－8） 1473（17番人気）
馬連票数 計 628270 的中 �� 8077（21番人気）
馬単票数 計 289344 的中 �� 2334（34番人気）
ワイド票数 計 560005 的中 �� 6997（24番人気）�� 41453（2番人気）�� 9118（19番人気）
3連複票数 計 982187 的中 ��� 12876（17番人気）
3連単票数 計1048817 的中 ��� 1523（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．4―49．9―1：02．0―1：13．7―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

レッドラマンシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2019．4．10生 牡2黒鹿 母 レッドシェリール 母母 マ ン ダ ラ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マコトダイトウレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26054 9月20日 曇 稍重 （3中京5） 第5日 第6競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

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
1：54．7
1：53．7

重
不良

44 � ルーチェット 牝3鹿 52 岩田 望来前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills
Co. Ltd 470＋181：58．9 3．3�

11 カズロレアート 牡3黒鹿54 �島 克駿合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482－ 2 〃 クビ 2．7�
45 ハーツオブシャカ 牡3鹿 54 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 476＋101：59．0クビ 12．3�
813 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿 57

54 ▲角田 大和土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 486± 02：00．38 19．4�
710 ハクシンパーソナル 牡3鹿 54 松田 大作新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 450－102：00．4クビ 41．8�
69 クリノニキータ 牝4鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 476± 0 〃 クビ 36．5	
812 ダンツトレノ 牡3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 468－ 22：00．82� 6．5

33 ハイオソラール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 512＋10 〃 ハナ 72．7�
711 エイシンリヒト 牡3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464＋ 62：01．33� 9．1�
56 ゴールドジャーニー 牝3鹿 52 川又 賢治吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B460＋ 42：01．83 40．1
68 シンゼンミラクル 	3鹿 54 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516－102：02．65 40．0�
22 ルミナスナイト 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 22：02．7
 131．9�
57 レッドヴィエント 牡3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 �東京ホースレーシング 小島 茂之 白老 社台牧場 510－ 62：06．6大差 13．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，040，500円 複勝： 62，023，500円 枠連： 13，183，400円
馬連： 73，587，100円 馬単： 33，145，300円 ワイド： 68，074，700円
3連複： 120，462，100円 3連単： 137，608，800円 計： 558，125，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 220円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 770円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 500405 的中 � 118600（2番人気）
複勝票数 計 620235 的中 � 121442（2番人気）� 130691（1番人気）� 58663（4番人気）
枠連票数 計 131834 的中 （1－4） 23382（1番人気）
馬連票数 計 735871 的中 �� 88790（1番人気）
馬単票数 計 331453 的中 �� 19418（1番人気）
ワイド票数 計 680747 的中 �� 58850（1番人気）�� 21833（8番人気）�� 29502（4番人気）
3連複票数 計1204621 的中 ��� 46731（2番人気）
3連単票数 計1376088 的中 ��� 13076（5番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―11．1―13．2―13．1―12．5―12．2―12．8―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―29．5―42．7―55．8―1：08．3―1：20．5―1：33．3―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ルーチェット �
�
父 Kizuna �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．1．30 中京1着

2018．1．22生 牝3鹿 母 Amour Briller 母母 Heavenly Romance 2戦2勝 賞金 13，600，000円
〔制裁〕 カズロレアート号の騎手�島克駿は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

カズロレアート号の騎手�島克駿は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・3番・2番）
〔その他〕 レッドヴィエント号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



26055 9月20日 曇 稍重 （3中京5） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

810 セイクリッドゲイズ 牡3鹿 54
53 ☆斎藤 新 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490＋ 31：52．7 14．2�

78 シュルレアリスト 牡3鹿 54 岩田 望来�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：52．8� 3．1�

89 タイセイヴィーナス 牝3鹿 52
49 ▲小沢 大仁田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 462± 0 〃 クビ 9．4�

11 サンライズゴラッソ 牡3鹿 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 502＋ 81：52．9� 2．9�
66 ド ロ ー ム 牝3芦 52 国分 優作 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 444－ 61：53．21� 10．9	
44 タイセイポジション 牡3栗 54 藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：53．51� 66．6

33 フェブキラナ 牡3栗 54 中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B468＋ 6 〃 クビ 33．5�
77 ダイシンサニー 牡3鹿 54 和田 竜二大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530＋ 41：54．03 63．4�
22 クリアショット 牡4芦 57 吉田 隼人今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 492－ 61：54．95 3．8
55 エウリュアレ 牝3鹿 52

49 ▲松本 大輝永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 434－101：58．0大差 167．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，469，200円 複勝： 38，877，100円 枠連： 8，475，100円
馬連： 58，232，200円 馬単： 29，756，900円 ワイド： 46，173，000円
3連複： 90，155，000円 3連単： 151，077，000円 計： 462，215，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 380円 � 140円 � 310円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，870円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 40，800円

票 数

単勝票数 計 394692 的中 � 22108（6番人気）
複勝票数 計 388771 的中 � 21023（6番人気）� 97982（1番人気）� 27379（5番人気）
枠連票数 計 84751 的中 （7－8） 7775（4番人気）
馬連票数 計 582322 的中 �� 16008（10番人気）
馬単票数 計 297569 的中 �� 4112（20番人気）
ワイド票数 計 461730 的中 �� 14499（10番人気）�� 6045（17番人気）�� 34567（4番人気）
3連複票数 計 901550 的中 ��� 12504（15番人気）
3連単票数 計1510770 的中 ��� 2962（105番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．6―12．8―12．0―11．8―12．2―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．2―51．0―1：03．0―1：14．8―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドゲイズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．1．24 小倉7着

2018．1．25生 牡3鹿 母 ファンタジックアイ 母母 フ ァ ン ジ カ 5戦1勝 賞金 8，110，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エウリュアレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月20日まで平地競走
に出走できない。

26056 9月20日 晴 良 （3中京5） 第5日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

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
1：32．3
1：30．3

良
良

612 ヒメノカリス 牝4鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B464＋ 81：34．2 10．7�
816 シュライエン 牝3黒鹿53 和田 竜二�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 4 〃 アタマ 16．1�
23 ブレーヴジャッカル 牡3栗 55 �島 克駿 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472± 01：34．3� 5．3�
713 マイネルエニグマ 牡3栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464＋101：34．5� 15．7�
48 サトノルーチェ 牝3鹿 53 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 クビ 5．4	
47 フォティノース 牝3黒鹿53 吉田 隼人 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 7．6

59 アルタグラシア 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474± 0 〃 ハナ 31．6�

714 ヴ ア ー サ 牡3青 55 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：34．6クビ 23．9�
12 シャイニングフジ 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 492－ 2 〃 クビ 5．2
815 ノストラダムス 牡6鹿 57 三浦 皇成岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：34．7� 47．8�
35 トーホウディアス 牡3栗 55 浜中 俊東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 81：34．8� 8．1�
24 スズカキング 牡4鹿 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B454－ 81：34．9アタマ 27．1�
36 サイモンメガライズ 牡3鹿 55 武 豊澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 21：35．32� 18．1�
611 エコロデイジー 牝3鹿 53 高倉 稜原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 476＋ 81：35．93� 48．4�
510 アーニングフェイム 牝4黒鹿55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 464－ 21：37．610 82．1�
（15頭）

11 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 53
52 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，215，600円 複勝： 80，033，600円 枠連： 23，002，800円
馬連： 95，898，600円 馬単： 35，414，200円 ワイド： 88，233，900円
3連複： 154，552，700円 3連単： 154，339，800円 計： 680，691，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 310円 � 500円 � 190円 枠 連（6－8） 5，070円

馬 連 �� 9，240円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 1，180円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 16，560円 3 連 単 ��� 116，150円

票 数

単勝票数 差引計 492156（返還計 16960） 的中 � 36719（6番人気）
複勝票数 差引計 800336（返還計 22622） 的中 � 63597（6番人気）� 35914（9番人気）� 132440（1番人気）
枠連票数 差引計 230028（返還計 2933） 的中 （6－8） 3628（22番人気）
馬連票数 差引計 958986（返還計 73220） 的中 �� 8294（35番人気）
馬単票数 差引計 354142（返還計 29210） 的中 �� 1716（64番人気）
ワイド票数 差引計 882339（返還計 57038） 的中 �� 8056（37番人気）�� 20344（12番人気）�� 14106（18番人気）
3連複票数 差引計1545527（返還計174524） 的中 ��� 7465（52番人気）
3連単票数 差引計1543398（返還計176666） 的中 ��� 1063（375番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．6―11．7―11．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―46．9―58．6―1：10．0―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6

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

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

勝馬の
紹 介

ヒメノカリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2019．11．30 阪神3着

2017．4．1生 牝4鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 9戦2勝 賞金 17，120，000円
〔競走除外〕 ナンヨーアイボリー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 シャイニングフジ号の騎手富田暁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・7番）

シャイニングフジ号の騎手富田暁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴィルトゥオシタ号・ダンツガゼール号・テリオスルイ号・メモリーエフェクト号



26057 9月20日 晴 良 （3中京5） 第5日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．0

稍重
重

33 コンバスチョン 牡2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 41：23．9 1．7�

66 � ケルンコンサート 牡2芦 54 武 豊風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond
Farm Inc. 462＋ 61：24．0� 7．9�

11 カセノダンサー 牝2栗 54 岩田 望来平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 486＋101：24．31	 12．8�
44 ブッシュガーデン 牝2黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456＋ 21：24．51� 4．3�
77 ナックドロップス 牝2鹿 54 斎藤 新小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 466＋101：24．6クビ 56．4�
22 シホノディレット 牡2鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞
湖 レイクヴィラファーム 524＋ 81：25．24 30．8	
88 アーリーレッグ 牡2鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448＋ 21：26．05 24．1

55 ケイティソルジャー 牡2栗 54 小崎 綾也瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 480－ 61：26．21� 9．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 65，923，800円 複勝： 68，613，300円 枠連： 発売なし
馬連： 86，534，100円 馬単： 53，099，800円 ワイド： 54，293，500円
3連複： 107，660，500円 3連単： 265，214，400円 計： 701，339，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 659238 的中 � 311271（1番人気）
複勝票数 計 686133 的中 � 383678（1番人気）� 57421（3番人気）� 53791（4番人気）
馬連票数 計 865341 的中 �� 154055（2番人気）
馬単票数 計 530998 的中 �� 60372（2番人気）
ワイド票数 計 542935 的中 �� 69959（2番人気）�� 49541（4番人気）�� 18295（9番人気）
3連複票数 計1076605 的中 ��� 79167（5番人気）
3連単票数 計2652144 的中 ��� 69231（8番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．6―11．8―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―34．9―46．7―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（7，6）5（4，3，8）（2，1） 4 7，6（3，5）4（2，1，8）

勝馬の
紹 介

コンバスチョン �

父 ディスクリートキャット �


母父 パ イ ロ デビュー 2021．6．27 東京1着

2019．5．12生 牡2鹿 母 スモーダリング 母母 アクアリスト 2戦2勝 賞金 17，268，000円

26058 9月20日 晴 良 （3中京5） 第5日 第10競走 ��1，600�2011メモリアル オルフェーヴルカップ
発走15時00分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

68 ワールドバローズ 牡3鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 448－ 21：34．9 2．9�
67 アトリビュート 牝4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 7．4�
33 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 武 豊野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 41：35．0� 14．1�
79 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 490＋ 41：35．1� 21．6�
22 クロワドフェール 牝4鹿 55 岩田 望来 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 21：35．2� 4．1�
44 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 81：35．3� 50．5	
11 タイセイメガロス 牡4鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 432－141：35．4� 72．5

56 ヴェルザスカ 牝4鹿 55 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444± 0 〃 クビ 10．0�
710 ペールエール 牡4栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500－141：35．5� 7．6�
812 ジャミールフエルテ �5鹿 57 	島 克駿吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：35．6アタマ 14．3
811 トロイメント 牝5青 55 富田 暁�G1レーシング 四位 洋文 安平 追分ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 74．9�
55 マルカエイペックス 牝4黒鹿55 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442－16 〃 クビ 12．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，377，500円 複勝： 98，834，200円 枠連： 27，487，500円
馬連： 161，426，300円 馬単： 63，873，400円 ワイド： 122，275，100円
3連複： 265，081，100円 3連単： 323，085，400円 計： 1，125，440，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 220円 � 340円 枠 連（6－6） 1，080円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 870円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 633775 的中 � 171073（1番人気）
複勝票数 計 988342 的中 � 236219（1番人気）� 109539（3番人気）� 59125（7番人気）
枠連票数 計 274875 的中 （6－6） 20355（4番人気）
馬連票数 計1614263 的中 �� 114447（3番人気）
馬単票数 計 638734 的中 �� 28792（4番人気）
ワイド票数 計1222751 的中 �� 72908（2番人気）�� 36779（10番人気）�� 19369（22番人気）
3連複票数 計2650811 的中 ��� 38672（15番人気）
3連単票数 計3230854 的中 ��� 13632（40番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．1―11．4―11．5―11．7―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．1―48．5―1：00．0―1：11．7―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワールドバローズ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．15生 牡3鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 8戦3勝 賞金 45，254，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 テンバガー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

２レース目



26059 9月20日 晴 良 （3中京5） 第5日 第11競走 ��
��1，800�JRAアニバーサリーステークス

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

47 トランスナショナル �5栗 57 酒井 学吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482＋ 41：51．2 56．1�
36 ナンヨープランタン 牡6黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－ 61：51．3クビ 8．8�
612 ワンダーエカルテ 牝5芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 518－ 4 〃 クビ 36．2�
23 キンノマサカリ 牡4黒鹿57 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 01：51．4クビ 3．9�
714 ショウナンナデシコ 牝4栗 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 480＋ 21：51．5	 5．4�
816 ギャラクシーソウル 牝4芦 55 斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム B460－ 41：51．6クビ 12．4�
510 ダ ッ チ マ ン �4青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 41：51．81
 21．1	
35 スズカゴウケツ 牡4鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 4 〃 クビ 11．6

11 � アンセッドヴァウ �4栗 57 国分 優作加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 472＋201：51．9	 22．5�
59 ソングオブザハート 牝4鹿 55 中井 裕二幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B432＋121：52．21	 91．7�
815 パキュートハート 牡6鹿 57 太宰 啓介中野 義一氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 536＋ 81：52．3� 56．5
24 フォーカード 牡7栗 57 川須 栄彦椎名 節氏 小林 真也 浦河 バンダム牧場 488＋101：52．4クビ 110．3�
611 カフェスペランツァ 牡4鹿 57 古川 吉洋西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 61：52．71� 10．8�
12  リュウノゾロ �4鹿 57 服部 寿希蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 B486＋ 41：52．91� 52．5�
48 スズカデレヤ 牡4青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 524＋ 41：53．0クビ 4．3�
713 カバジェーロ 牡4鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492＋ 21：53．42� 59．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，425，500円 複勝： 113，963，100円 枠連： 55，133，800円
馬連： 301，120，900円 馬単： 109，212，800円 ワイド： 196，195，800円
3連複： 516，306，900円 3連単： 603，014，300円 計： 1，978，373，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，610円 複 勝 � 1，430円 � 320円 � 900円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 27，380円 馬 単 �� 69，450円

ワ イ ド �� 6，610円 �� 23，660円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 356，380円 3 連 単 ��� 3，034，030円

票 数

単勝票数 計 834255 的中 � 11889（12番人気）
複勝票数 計1139631 的中 � 19274（13番人気）� 106870（4番人気）� 31797（10番人気）
枠連票数 計 551338 的中 （3－4） 47045（2番人気）
馬連票数 計3011209 的中 �� 8797（58番人気）
馬単票数 計1092128 的中 �� 1258（132番人気）
ワイド票数 計1961958 的中 �� 7927（55番人気）�� 2197（103番人気）�� 8455（54番人気）
3連複票数 計5163069 的中 ��� 1159（373番人気）
3連単票数 計6030143 的中 ��� 159（2361番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．3―13．2―11．8―11．8―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．7―49．9―1：01．7―1：13．5―1：25．7―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．7
1
3
13，2－9（3，11）（1，7，14，16）－（6，10，15）（4，5，12）8・（13，3，11，12）－（2，7，16）14（9，15）（1，10）5，6（4，8）

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

勝馬の
紹 介

トランスナショナル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Efisio デビュー 2018．10．20 東京2着

2016．5．25生 �5栗 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 18戦4勝 賞金 65，012，000円
〔発走状況〕 トランスナショナル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アルーフクライ号・イルマタル号・ヴァーダイト号・ヴィーヴァバッカス号・カフジキング号・キタノインディ号・

クリノフラッシュ号・コパノリッチマン号・コラルノクターン号・サンライズラポール号・シャレード号・
スコルピウス号・スズカパンサー号・ソルトイブキ号・タイガーサイレンス号・ハギノリュクス号・
プリティーチャンス号・ポートロイヤル号・ミスズフリオーソ号・メイショウササユリ号・モダスオペランディ号・
ラヴォアドゥース号

26060 9月20日 晴 良 （3中京5） 第5日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

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

24 カーフライターク 牡4黒鹿57 幸 英明 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 480＋101：08．6 13．8�
47 メイショウホシアイ 牝3栗 53 岩田 望来松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 468＋ 21：08．7� 6．8�
612 カゼノタニノアヤカ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 454＋ 4 〃 クビ 4．5�
59 � タイクーンバゴ 牡4青鹿57 松若 風馬�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 496＋ 21：08．8クビ 36．1�
713 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 浜中 俊竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 494－ 41：08．9� 41．5�
816 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝	ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 4 〃 クビ 7．9


510 ココクラッシュ 牝3鹿 53
52 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 434± 01：09．0� 12．5�

714 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 504± 0 〃 クビ 55．6�
611 プリモプレミオ 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 454－ 2 〃 ハナ 137．1
817 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 446－181：09．1� 136．5�
11 � レッドルピナス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 	東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 424± 01：09．2クビ 22．8�
23 フィルムスコア 牝3黒鹿53 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 454± 01：09．31 9．4�
715 チ カ リ ヨ ン 牝3鹿 53 武 豊松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：09．51 18．5�
12 アンジュソレイユ 牝3栗 53 国分 恭介犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 442－ 81：09．6� 18．3�
35 プラチナムレイアー 牡3芦 55 	島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B468－141：09．7クビ 6．8�
36 サンライズシューズ 牝3栗 53 小崎 綾也呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 0 〃 クビ 26．5�
818 メイショウナスカ 牝6鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 496＋ 21：09．8クビ 87．2�
48 ナリタエール 牝3鹿 53 酒井 学	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 404－101：09．9� 14．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 89，702，000円 複勝： 132，359，600円 枠連： 44，098，100円
馬連： 203，599，300円 馬単： 69，443，100円 ワイド： 169，483，100円
3連複： 365，603，200円 3連単： 376，952，500円 計： 1，451，240，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 320円 � 260円 � 170円 枠 連（2－4） 1，800円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 11，950円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，210円 �� 930円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 68，920円

票 数

単勝票数 計 897020 的中 � 51686（7番人気）
複勝票数 計1323596 的中 � 93446（6番人気）� 127894（4番人気）� 234742（1番人気）
枠連票数 計 440981 的中 （2－4） 19492（6番人気）
馬連票数 計2035993 的中 �� 33910（18番人気）
馬単票数 計 694431 的中 �� 4646（46番人気）
ワイド票数 計1694831 的中 �� 25125（19番人気）�� 37069（7番人気）�� 49458（3番人気）
3連複票数 計3656032 的中 ��� 31752（13番人気）
3連単票数 計3769525 的中 ��� 4375（145番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 ・（2，5）（3，6，8，15）12（4，9）（1，7，10）（11，16）13，14（17，18） 4 ・（2，5）（8，15）（3，6）（4，9，12）（1，7，10，16）（11，13）14（17，18）

勝馬の
紹 介

カーフライターク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．8．3 小倉1着

2017．3．15生 牡4黒鹿 母 アナスタシアブルー 母母 ラ イ ラ プ ス 13戦2勝 賞金 28，018，000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 タケルジャック号

４レース目



（3中京5）第5日 9月20日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 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

195，610，000円
29，670，000円
1，170，000円
21，010，000円
65，434，250円
4，180，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
646，022，200円
819，366，300円
222，467，100円
1，259，224，000円
535，059，900円
989，032，600円
2，052，985，100円
2，593，026，600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 9，117，183，800円

総入場人員 2，818名 （有料入場人員 2，552名）
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