
26025 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55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
1：24．3
1：23．0

良
重

816 ゼンノアンジュ 牝2鹿 54 岩田 康誠大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 500＋ 81：25．2 4．3�
714 タイセイエクセル 牝2栗 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 460－ 41：25．94 13．7�
24 ヒットガール 牝2栗 54 国分 優作トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 488＋ 61：26．64 72．6�
59 マテンロウルビー 牝2鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：26．7� 4．1�
35 サイモンルピナス 牝2黒鹿54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 430－ 4 〃 アタマ 19．9�
11 トーホウエンジェル 牝2栗 54

53 ☆岩田 望来東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 484＋141：26．91� 8．0	
47 レヴィーアクイーン 牝2鹿 54 荻野 極奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476－ 81：27．85 14．1

12 コ ウ バ コ 牝2栗 54 藤懸 貴志�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 464± 01：28．11� 8．7�
23 アイファーパンサー 牝2鹿 54 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 410＋ 8 〃 クビ 214．2�
510 ア ミ ス タ 牝2鹿 54 西村 淳也水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 474－141：28．2� 206．5
48 テイエムオペラッコ 牝2黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 鹿児島 テイエム牧場 B416± 01：28．41� 136．8�
713 ディアハート 牝2栗 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：28．71� 42．8�
611 インフィオラータ 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋10 〃 ハナ 28．6�
815 エントラーテ 牝2鹿 54 武 豊吉田 智氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 426－ 6 〃 クビ 5．9�
36 テイエムベニサツマ 牝2栗 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 404－101：29．01� 355．8�
612 ヴェルメリオ 牝2鹿 54 松山 弘平今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 424－ 61：29．53 42．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，244，200円 複勝： 49，601，300円 枠連： 11，441，000円
馬連： 56，787，200円 馬単： 25，430，900円 ワイド： 51，281，400円
3連複： 94，477，200円 3連単： 89，694，800円 計： 411，958，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 430円 � 1，060円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 3，210円 �� 10，040円

3 連 複 ��� 49，270円 3 連 単 ��� 168，030円

票 数

単勝票数 計 332442 的中 � 63741（2番人気）
複勝票数 計 496013 的中 � 86942（2番人気）� 27830（8番人気）� 10037（11番人気）
枠連票数 計 114410 的中 （7－8） 7956（4番人気）
馬連票数 計 567872 的中 �� 16397（11番人気）
馬単票数 計 254309 的中 �� 4388（15番人気）
ワイド票数 計 512814 的中 �� 12958（10番人気）�� 4068（37番人気）�� 1282（64番人気）
3連複票数 計 944772 的中 ��� 1438（127番人気）
3連単票数 計 896948 的中 ��� 387（497番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―47．0―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノアンジュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Bertolini デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．3．2生 牝2鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェルメリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月19日まで平地競走

に出走できない。

26026 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3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
1：54．4
1：50．9

稍重
不良

55 タガノチュール 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 21：56．7 12．4�

67 ブザービート 牡2栗 54 川須 栄彦水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 岡田牧場 B444－ 41：57．12� 25．9�
22 マ ン タ ナ 牡2鹿 54 和田 竜二田中 俊彰氏 新谷 功一 浦河 中村 雅明 470－ 61：57．2� 55．4�
11 テイエムマグマ 牡2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 488－ 41：57．41� 71．0�
66 アスカノミライ 牡2黒鹿54 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 494＋12 〃 ハナ 6．4�
810 カオリナイト 牝2栗 54 小牧 太谷口 祐人氏 牧田 和弥 新冠 村上 欽哉 482－ 81：57．71� 20．1�
79 サワヤカコーズサン 牡2栗 54 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460＋ 21：58．12� 117．0	
78 ゴールドジャーニー 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442－ 61：58．3	 1．4

33 ミエノピュア 牡2黒鹿54 菱田 裕二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474－141：59．04 29．7�
811 ケ ン シ ゲ ツ 牡2鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 羽月 友彦 宮崎 吉野 政敏 484＋ 61：59．32 62．6

44 
 ジャスパーメジャー 牡2鹿 54 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米
William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

500－ 61：59．61	 7．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，633，100円 複勝： 125，465，600円 枠連： 6，256，400円
馬連： 40，484，400円 馬単： 30，616，400円 ワイド： 37，121，600円
3連複： 58，815，700円 3連単： 122，646，400円 計： 456，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 550円 � 1，580円 � 2，250円 枠 連（5－6） 2，770円

馬 連 �� 9，440円 馬 単 �� 22，530円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，900円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 72，910円 3 連 単 ��� 569，990円

票 数

単勝票数 計 346331 的中 � 23535（4番人気）
複勝票数 計1254656 的中 � 64484（2番人気）� 20478（6番人気）� 14168（7番人気）
枠連票数 計 62564 的中 （5－6） 1746（8番人気）
馬連票数 計 404844 的中 �� 3321（19番人気）
馬単票数 計 306164 的中 �� 1019（39番人気）
ワイド票数 計 371216 的中 �� 5735（17番人気）�� 3293（25番人気）�� 2011（34番人気）
3連複票数 計 588157 的中 ��� 605（89番人気）
3連単票数 計1226464 的中 ��� 156（506番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―13．3―13．2―12．8―13．0―13．1―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―37．8―51．0―1：03．8―1：16．8―1：29．9―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．9
1
3
・（2，4）（5，9）－（1，6）－8（3，11）－（7，10）・（2，5）（4，9）（1，6）8（7，10）3－11

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

勝馬の
紹 介

タガノチュール �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．8．22 小倉5着

2018．4．2生 牡2栗 母 ア レ キ パ 母母 パ イ タ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 カオリナイト号の騎手小牧太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 中京競馬 第３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



26027 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第3競走 ��1，600�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
1：34．2
1：32．3

良
良

55 レッドベルオーブ 牡2青鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 81：33．1レコード 2．2�
89 カスティーリャ 牡2栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 追分ファーム 426－ 61：33．73� 4．2�
78 マ リ ー ナ 牝2青鹿54 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 41：34．33� 24．3�
77 グレナディアガーズ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 2．6�
44 アスターナランハ 牡2黒鹿54 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 470± 01：34．51� 33．2	
33 ス ン リ 牝2鹿 54 武 豊白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 460－ 61：35．24 26．2

810 ブラックパンサー 牡2鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 476＋ 21：36．58 107．7�
11 スウィフティー 牝2栗 54 西村 淳也�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 466± 01：37．13� 113．4�
22 シューネスリヒト 牝2青 54 �島 克駿 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 424－ 21：37．52� 222．3
66 シゲルカカリチョウ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 412－ 2 （競走中止） 403．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，750，500円 複勝： 70，466，600円 枠連： 6，647，300円
馬連： 50，717，400円 馬単： 35，951，500円 ワイド： 45，589，100円
3連複： 78，919，800円 3連単： 152，849，400円 計： 494，891，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 360円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 190円 �� 670円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 537505 的中 � 200998（1番人気）
複勝票数 計 704666 的中 � 232682（2番人気）� 112925（3番人気）� 30996（4番人気）
枠連票数 計 66473 的中 （5－8） 13789（2番人気）
馬連票数 計 507174 的中 �� 92478（2番人気）
馬単票数 計 359515 的中 �� 41987（3番人気）
ワイド票数 計 455891 的中 �� 76106（2番人気）�� 15266（4番人気）�� 13912（6番人気）
3連複票数 計 789198 的中 ��� 28459（5番人気）
3連単票数 計1528494 的中 ��� 21701（13番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―10．8―11．3―11．9―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．2―34．0―45．3―57．2―1：09．0―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

レッドベルオーブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．8 新潟2着

2018．4．5生 牡2青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 シゲルカカリチョウ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シゲルカカリチョウ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（外側に逃避された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルカカリチョウ号は，令和2年9月20日から令和2年10月11日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
〔その他〕 シューネスリヒト号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

26028 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第4競走 ��1，800�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
1：54．4
1：50．9

稍重
不良

33 タイセイアゲイン 牡2黒鹿54 福永 祐一田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 462 ―1：57．4 6．5�
89 ラ イ ム 牡2鹿 54 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか ヒサイファーム 450 ―1：58．78 29．8�
55 メイショウミツヒデ 牡2鹿 54 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 486 ―1：59．23 2．4�
77 メイショウキリモン 牡2栗 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 470 ―1：59．3� 57．6�
22 オペラムーン 牝2鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：59．4� 51．6�
810 タガノタイリン 牝2鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486 ―1：59．61� 21．0	
78 マケルナマサムネ 牡2鹿 54 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 448 ―2：00．24 8．3

66 エーティーゴーオー 牡2栗 54

53 ☆富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 482 ―2：01．37 132．7�
11 カズアティシャ 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 460 ―2：01．4クビ 62．0�
44 ロコポルティ 牡2鹿 54 川田 将雅 シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522 ― （競走中止） 2．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，187，000円 複勝： 29，557，600円 枠連： 6，191，200円
馬連： 37，054，200円 馬単： 22，281，800円 ワイド： 29，285，600円
3連複： 55，850，200円 3連単： 85，004，900円 計： 299，412，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 440円 � 140円 枠 連（3－8） 2，290円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 10，970円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 290円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 44，950円

票 数

単勝票数 計 341870 的中 � 43439（3番人気）
複勝票数 計 295576 的中 � 37704（4番人気）� 12696（6番人気）� 71854（2番人気）
枠連票数 計 61912 的中 （3－8） 2088（10番人気）
馬連票数 計 370542 的中 �� 4413（17番人気）
馬単票数 計 222818 的中 �� 1522（29番人気）
ワイド票数 計 292856 的中 �� 4542（18番人気）�� 29525（2番人気）�� 7102（11番人気）
3連複票数 計 558502 的中 ��� 9663（12番人気）
3連単票数 計 850049 的中 ��� 1371（118番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―14．1―13．9―13．4―13．2―13．1―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．9―40．0―53．9―1：07．3―1：20．5―1：33．6―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F36．9
1
3
・（4，5）（3，10）9，8（1，2，7）6
4（5，10）（3，9）8（1，2）－7－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアゲイン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．4．3生 牡2黒鹿 母 アーバンレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ロコポルティ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロコポルティ号は，令和2年9月20日から令和2年10月11日まで出走停止。停止期間の満了後に

平地調教再審査。



26029 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．5
1：07．5

良
良

710� ヒ ト ヨ ギ リ 牝2鹿 54 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 英 Floors
Farming 446 ―1：09．9 2．3�

56 アブルマドール 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 460 ―1：10．22 3．8�
68 タガノマーチ 牝2黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ― 〃 ハナ 7．3�
33 クリスバーグ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 452 ―1：10．3クビ 50．0�
22 エレボアブランシュ 牝2芦 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 434 ―1：10．62 5．7�
79 ジ ュ ノ ー 牡2芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506 ―1：10．8� 11．3

812 コスモグランカナル 牡2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 金成 貴史 新冠 渋谷 一郎 412 ―1：11．11� 194．0�
811 アイルビーザワン 牡2栗 54 坂井 瑠星 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 476 ― 〃 クビ 35．9�
55 マジックランプ 牝2黒鹿54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 480 ― 〃 ハナ 113．3
11 ローブデュソワール 牝2鹿 54 国分 優作成富 直行氏 大根田裕之 新冠 株式会社

TKファーム 426 ―1：11．63 81．0�
44 マ ヤ ロ ー ザ 牝2栗 54 和田 翼�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 436 ―1：12．13 189．8�
67 ゴールドクルーガー 牡2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 長浜牧場 416 ― （競走中止） 57．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，683，000円 複勝： 40，040，000円 枠連： 7，612，800円
馬連： 44，834，000円 馬単： 25，341，400円 ワイド： 35，919，000円
3連複： 63，656，600円 3連単： 89，582，800円 計： 349，669，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 210円 �� 300円 �� 320円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 426830 的中 � 154505（1番人気）
複勝票数 計 400400 的中 � 113005（1番人気）� 86731（2番人気）� 55523（4番人気）
枠連票数 計 76128 的中 （5－7） 15701（1番人気）
馬連票数 計 448340 的中 �� 71878（1番人気）
馬単票数 計 253414 的中 �� 21187（1番人気）
ワイド票数 計 359190 的中 �� 48391（1番人気）�� 28896（3番人気）�� 26262（4番人気）
3連複票数 計 636566 的中 ��� 53301（2番人気）
3連単票数 計 895828 的中 ��� 21647（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―46．9―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 3（10，11）（5，6）8（1，2，4）－9－12＝7 4 3（10，11）（5，6）（1，2，8）－4，9－12＝7

勝馬の
紹 介

�ヒ ト ヨ ギ リ �
�
父 Shalaa �

�
母父 Motivator 初出走

2018．3．7生 牝2鹿 母 Federation 母母 Flirtation 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ゴールドクルーガー号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ゴールドクルーガー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※アイルビーザワン号・エレボアブランシュ号・コスモグランカナル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26030 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：58．3
1：56．1

良
良

47 サウンドレベッカ 牝3青鹿52 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 454－ 22：00．7 4．2�
23 タンジェリンムーン 牝3芦 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 436－122：00．91� 3．2�
713 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 22：01．0� 6．5�
46 キムケンドリーム 牝3鹿 52

51 ☆団野 大成木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 42：01．32 13．0�
58 � ランランウイング 牝4黒鹿55 和田 翼�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B454－ 62：01．4� 127．5	
712 エ バ ー マ ノ 牝3黒鹿52 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 34．5

34 タニノヨセミテ 牝3鹿 52 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 406－ 4 〃 ハナ 21．6�
611 ハートウォーミング 牝4青鹿55 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 82：01．5� 5．1�
59 ノブフランクリン 牝3鹿 52

49 ▲泉谷 楓真前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 420－ 62：01．71	 18．5
11 ヤマニンエルモサ 牝3鹿 52 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 472＋142：01．91	 30．4�
814� ホウオウプリンセス 牝4鹿 55 幸 英明小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 454－ 62：02．43 11．4�
815� ブライトロージー 牝5栗 55

53 △亀田 温心 �ダイヤモンドファーム 村山 明 千歳 社台ファーム 484－122：02．5
 153．0�
610 ナイトオブレディ 牝3黒鹿52 川又 賢治 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B458－102：02．71	 81．2�
35 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 52 武藤 雅田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 478－ 22：02．91	 139．4�
22 � アイファーキャノン 牝4鹿 55 田中 健中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 422＋ 42：03．21
 462．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，482，600円 複勝： 62，621，300円 枠連： 9，886，100円
馬連： 64，966，900円 馬単： 26，920，300円 ワイド： 58，819，300円
3連複： 103，343，900円 3連単： 104，445，300円 計： 469，485，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（2－4） 610円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 320円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，990円

票 数

単勝票数 計 384826 的中 � 71768（2番人気）
複勝票数 計 626213 的中 � 109738（2番人気）� 121830（1番人気）� 96687（4番人気）
枠連票数 計 98861 的中 （2－4） 12384（1番人気）
馬連票数 計 649669 的中 �� 63554（1番人気）
馬単票数 計 269203 的中 �� 12998（2番人気）
ワイド票数 計 588193 的中 �� 49171（1番人気）�� 32319（4番人気）�� 36452（3番人気）
3連複票数 計1033439 的中 ��� 54934（2番人気）
3連単票数 計1044453 的中 ��� 10822（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．8―12．9―12．0―12．3―12．3―11．6―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．9―49．8―1：01．8―1：14．1―1：26．4―1：38．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3
1
3
8（3，7）（9，13）（1，6）（2，10，11）（4，12，15）（5，14）
8，7（3，13，11）6（9，12）（1，10）15（2，4）14，5

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

勝馬の
紹 介

サウンドレベッカ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．10．12 京都6着

2017．4．25生 牝3青鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 7戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 トレベーラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



26031 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3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）（500万円以下）

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

813 キャノンバローズ �4鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B448± 01：52．9 3．3�
44 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿 54

53 ☆富田 暁�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 478－ 61：53．11� 4．2�
22 スマートウィザード 牡3栗 54 坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 458－101：53．84 32．2�
45 メイショウヨソユキ 牝4黒鹿55 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 21：54．01� 34．8�
812 サウンドサンビーム 牡3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 478± 0 〃 ハナ 29．3�
57 	 ネルソンタッチ 牡4芦 57 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B490＋ 81：54．1� 13．7	
56 フォレストタウン �6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 
川 啓一 498－ 41：54．41� 31．2

11 ゼットピアレス 牝3黒鹿 52

50 △亀田 温心�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 B472－ 61：54．61� 116．7�
33 ナムラゴロフキン 牡3鹿 54 柴山 雄一奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 488－ 2 〃 ハナ 8．1
711 キャッツアイ 牝3鹿 52 武 豊広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 460－ 81：55．23� 4．6�
69 オーケーメジャー �3鹿 54 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 470＋121：55．52 7．6�
68 キャルブルー 牡3黒鹿54 小崎 綾也里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 500－ 8 〃 クビ 50．3�
710	 スーパーアロイ 牡4鹿 57 藤懸 貴志藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 492＋ 61：55．71� 32．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，399，400円 複勝： 52，280，200円 枠連： 9，126，900円
馬連： 61，863，400円 馬単： 27，814，100円 ワイド： 49，871，800円
3連複： 88，481，200円 3連単： 103，376，200円 計： 429，213，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 710円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，000円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 31，730円

票 数

単勝票数 計 363994 的中 � 85703（1番人気）
複勝票数 計 522802 的中 � 99885（1番人気）� 85213（3番人気）� 13703（10番人気）
枠連票数 計 91269 的中 （4－8） 10786（2番人気）
馬連票数 計 618634 的中 �� 59714（1番人気）
馬単票数 計 278141 的中 �� 12868（1番人気）
ワイド票数 計 498718 的中 �� 41620（1番人気）�� 5968（20番人気）�� 5730（23番人気）
3連複票数 計 884812 的中 ��� 7543（25番人気）
3連単票数 計1033762 的中 ��� 2362（93番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．5―12．0―11．4―12．3―13．3―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．7―48．7―1：00．1―1：12．4―1：25．7―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．5
1
3
13－（4，11）12，5，7－（2，8）6，9，1，3，10
13＝11，4，12，7，5（2，8）－3（6，9，10）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キャノンバローズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．16 阪神1着

2016．5．2生 �4鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 10戦2勝 賞金 22，520，000円

26032 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第8競走 ��3，300�第22回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：34．3稍重

56 タガノエスプレッソ 牡8鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 63：33．3レコード 11．9�

711 ケイブルグラム �7鹿 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B502± 03：34．68 22．0�
11 ブレイクスピアー 牡5青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 486－ 43：35．02 10．6�
812 サトノエメラルド 牡5鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486± 03：35．64 5．2�
45 ヤマニンシルフ 牡7栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448－ 43：35．7クビ 50．5	
69 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404－ 4 〃 ハナ 21．0

710 フォイヤーヴェルク 牡7青鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456± 03：35．8� 1．5�
813 ファイアプルーフ 牡5黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510± 03：36．01� 78．1�
22 プラチナアッシュ �5黒鹿60 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 472＋ 63：36．53 19．9
68 スマートボムシェル 牡8栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 494－ 8 〃 クビ 59．8�
33 	 クリノライジン 牡4栗 60 小野寺祐太栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474－ 23：38．9大差 66．4�
57 トラキアンコード �8芦 60 五十嵐雄祐原 
子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 63：39．11 95．7�
44 ルペールノエル 牡10黒鹿60 西谷 誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520－ 83：40．710 46．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，735，800円 複勝： 81，519，500円 枠連： 14，361，100円
馬連： 71，023，300円 馬単： 47，894，900円 ワイド： 61，726，500円
3連複： 136，747，900円 3連単： 240，550，300円 計： 701，559，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 410円 � 760円 � 400円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 8，950円 馬 単 �� 17，390円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 900円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 15，600円 3 連 単 ��� 129，080円

票 数

単勝票数 計 477358 的中 � 31974（4番人気）
複勝票数 計 815195 的中 � 53801（4番人気）� 26471（7番人気）� 56457（3番人気）
枠連票数 計 143611 的中 （5－7） 17644（3番人気）
馬連票数 計 710233 的中 �� 6146（24番人気）
馬単票数 計 478949 的中 �� 2065（39番人気）
ワイド票数 計 617265 的中 �� 7128（22番人気）�� 18215（9番人気）�� 8241（19番人気）
3連複票数 計1367479 的中 ��� 6572（44番人気）
3連単票数 計2405503 的中 ��� 1351（267番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡8鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 障害：7戦3勝 賞金 68，607，000円



26033 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第9競走 ��
��1，600�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・左）
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 112，000円 32，000円 16，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

11 ホウオウアマゾン 牡2栗 54 松山 弘平小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．4 8．8�
44 ダディーズビビッド 牡2鹿 54 武 豊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 476＋ 81：35．72 7．8�
22 フラーズダルム 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 2．5�
55 シティレインボー 牡2栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466－ 41：35．8	 9．1�
33 ダノンシュネラ 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：36．22	 2．2�

（5頭）

売 得 金
単勝： 73，095，300円 複勝： 42，991，400円 枠連： 発売なし
馬連： 54，526，400円 馬単： 42，560，700円 ワイド： 26，156，100円
3連複： 51，341，300円 3連単： 249，605，100円 計： 540，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 540円 �� 210円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 730953 的中 � 69670（4番人気）
複勝票数 計 429914 的中 � 54154（3番人気）� 42583（5番人気）
馬連票数 計 545264 的中 �� 17401（9番人気）
馬単票数 計 425607 的中 �� 6953（18番人気）
ワイド票数 計 261561 的中 �� 10472（9番人気）�� 35634（2番人気）�� 26161（4番人気）
3連複票数 計 513413 的中 ��� 35282（5番人気）
3連単票数 計2496051 的中 ��� 16588（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．3―12．5―11．6―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．5―48．8―1：01．3―1：12．9―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．1

3 1，2，4（3，5）
2
4
1，2－4（3，5）
1，2（3，4，5）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウアマゾン 	


父 キングカメハメハ 	



母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．14 阪神2着

2018．2．12生 牡2栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 3戦2勝 賞金 24，012，000円

26034 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

お お ぶ

大 府 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

48 アールロッソ 牝4栗 55 川須 栄彦前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋ 21：11．8 17．0�
24 シゲルオトメザ 牝3栗 53 和田 竜二森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498－ 4 〃 クビ 5．8�
47 グランマリアージュ 牝3鹿 53 福永 祐一 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462＋ 41：11．9クビ 2．3�
713 ハナブショウ 牝4鹿 55 斎藤 新河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 462＋ 21：12．0� 15．5�
714 モズベイビー 牡4青鹿57 菱田 裕二 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 514± 01：12．1� 145．5�
815 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448± 01：12．2	 131．1	
11 コ ラ ー ド 牡5芦 57 岩田 望来名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 488－ 41：12．3アタマ 15．7

510 メイショウヒバリ 牝3栗 53 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 460－121：12．51
 13．5�
59 ノボベイビー 牡5栗 57 団野 大成�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 490－ 8 〃 アタマ 60．9�
36 レッドランサー 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B470± 0 〃 ハナ 10．8
23 � リュウシンベガス 牡6黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 516＋121：12．6� 42．5�
612 レ ジ ェ モ ー 牝3鹿 53 泉谷 楓真吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 25．6�
35 メイショウソウビ �6鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486＋ 81：12．7	 26．6�
12 メイショウバイタル 牡5青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 504－ 21：13．12� 22．7�
816 サトノゲイル 牡5青鹿57 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 482＋ 61：13．52� 12．4�
611 カネコメアサヒ 牡4栗 57 北村 友一髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 442＋101：14．13� 18．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，661，100円 複勝： 106，722，900円 枠連： 23，904，000円
馬連： 139，281，700円 馬単： 53，831，000円 ワイド： 119，921，900円
3連複： 231，820，400円 3連単： 227，244，800円 計： 967，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 410円 � 180円 � 140円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 7，340円 馬 単 �� 17，020円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 930円 �� 370円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 62，570円

票 数

単勝票数 計 646611 的中 � 30314（8番人気）
複勝票数 計1067229 的中 � 47957（9番人気）� 156581（2番人気）� 265347（1番人気）
枠連票数 計 239040 的中 （2－4） 25007（1番人気）
馬連票数 計1392817 的中 �� 14702（24番人気）
馬単票数 計 538310 的中 �� 2372（52番人気）
ワイド票数 計1199219 的中 �� 13471（26番人気）�� 32124（8番人気）�� 93210（1番人気）
3連複票数 計2318204 的中 ��� 31357（10番人気）
3連単票数 計2272448 的中 ��� 2633（181番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 ・（4，10）（7，13）（1，12，16）6（15，9）8（5，3，11）－2，14 4 4，10（7，13）－（1，16）12（8，6）（15，9）3，5（2，11）14

勝馬の
紹 介

アールロッソ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．6．16 阪神2着

2016．4．16生 牝4栗 母 ラヴィングサンデー 母母 プリンセスシラオキ 14戦3勝 賞金 35，230，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 ニシノラディアント号



26035 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第11競走 ��
��2，000�ケフェウスステークス

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1．9．14以降2．9．13まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

713 トリコロールブルー 牡6青鹿56 武 豊 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 61：58．7 7．8�
816 フ ラ ン ツ 牡5鹿 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 41：58．8� 36．1�
12 ワイプティアーズ 牡5栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 528± 01：59．01� 14．0�
36 ヒンドゥタイムズ 牡4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－ 41：59．21� 2．9�
714	 ミスマンマミーア 牝5栗 52 池添 謙一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 470＋16 〃 クビ 18．6�
59 サトノクロニクル 牡6鹿 56 藤井勘一郎 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：59．3� 25．5

47 ミスディレクション 
6黒鹿54 太宰 啓介	ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 21：59．94 67．5�
612 ラストドラフト 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋ 62：00．0� 3．8�
510 ハナズレジェンド 牡7栗 54 藤岡 佑介広尾レース	 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 464＋ 6 〃 ハナ 39．6
23 ノーブルマーズ 牡7栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 492－ 42：00．1クビ 12．3�
815 サ ラ ス 牝5鹿 53 吉田 隼人吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 530－ 62：00．2� 62．3�
11 グローブシアター 牡6黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442－10 〃 アタマ 70．3�
24 アトミックフォース 牡4鹿 55 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466－102：00．41� 6．9�
611 マイネルフラップ 牡4黒鹿54 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 82：00．71� 85．6�
35 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿55 幸 英明五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472－ 62：01．12� 81．6�
48 ポポカテペトル 牡6芦 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋122：03．6大差 57．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 116，828，800円 複勝： 178，666，900円 枠連： 57，897，700円
馬連： 313，036，000円 馬単： 112，160，400円 ワイド： 227，757，900円
3連複： 519，434，500円 3連単： 569，800，300円 計： 2，095，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 780円 � 430円 枠 連（7－8） 3，320円

馬 連 �� 7，560円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 1，670円 �� 5，900円

3 連 複 ��� 32，740円 3 連 単 ��� 178，980円

票 数

単勝票数 計1168288 的中 � 118777（4番人気）
複勝票数 計1786669 的中 � 224834（3番人気）� 52769（10番人気）� 105986（6番人気）
枠連票数 計 578977 的中 （7－8） 13506（14番人気）
馬連票数 計3130360 的中 �� 32079（23番人気）
馬単票数 計1121604 的中 �� 5868（46番人気）
ワイド票数 計2277579 的中 �� 21987（25番人気）�� 35804（17番人気）�� 9802（52番人気）
3連複票数 計5194345 的中 ��� 11899（97番人気）
3連単票数 計5698003 的中 ��� 2308（492番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．3―11．4―11．0―11．8―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．2―59．6―1：10．6―1：22．4―1：34．4―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3
1
3
5－7（4，12）（3，6，11）（9，13，16）1，8，2，14，15，10
5（7，8）（4，12，16）（3，6，11）13，9－（1，14）2，15＝10

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

勝馬の
紹 介

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．8生 牡6青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 21戦6勝 賞金 168，102，000円

26036 9月19日 晴 良 （2中京2） 第3日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）（500万円以下）

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510 ケイアイワイプ 牡3栗 55 福永 祐一亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 480＋ 41：24．8 5．8�
48 メイショウフォイル 牡3鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 502－ 61：25．01 3．5�
611 ティートラップ 牡3鹿 55 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：25．21� 5．4�
36 オーマイオーマイ 牡3鹿 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 470－ 21：25．41� 20．1�
815 タケルラスティ 牡3栗 55 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：25．93 5．0�
612 メモリーオブブルー 牝3鹿 53 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 426－ 81：26．11� 34．1	
713 サクセスリボーン 牡3黒鹿55 荻野 極髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 498＋121：26．2� 8．4

47 	 ワタシノワルツ 牝4芦 55 川島 信二ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 508－141：26．3クビ 147．9�
35 	 エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿55 高倉 稜宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498－ 2 〃 クビ 118．6�
11 	 パルフェアンジュ 牝4栗 55 柴田 未崎イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 470＋ 81：26．4クビ 142．8�
59 	 ジャコエマリックン 牡4栗 57 川須 栄彦晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 458－ 31：26．61� 151．0�
24 デルマトルマリン 牝3鹿 53

51 △亀田 温心浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458－ 61：26．7� 150．1�
12 スプリットロック 牡3栗 55 松山 弘平水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 470－ 61：26．8� 7．1�
816 タイキデセーオ 牡4黒鹿57 吉田 隼人大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 8 〃 アタマ 68．8�
714 メイショウトラヒメ 牝3青 53

52 ☆富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B472－ 81：28．39 37．5�
23 	 アイファーブレーヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 462－ 41：28．62 267．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，281，900円 複勝： 92，016，400円 枠連： 23，900，700円
馬連： 134，723，100円 馬単： 53，948，500円 ワイド： 106，158，800円
3連複： 196，539，300円 3連単： 225，141，700円 計： 904，710，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 150円 � 190円 枠 連（4－5） 1，240円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 470円 �� 530円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 11，000円

票 数

単勝票数 計 722819 的中 � 99012（4番人気）
複勝票数 計 920164 的中 � 83333（6番人気）� 197030（1番人気）� 116691（3番人気）
枠連票数 計 239007 的中 （4－5） 14858（5番人気）
馬連票数 計1347231 的中 �� 80780（4番人気）
馬単票数 計 539485 的中 �� 14887（10番人気）
ワイド票数 計1061588 的中 �� 57968（4番人気）�� 49578（5番人気）�� 67575（2番人気）
3連複票数 計1965393 的中 ��� 79108（2番人気）
3連単票数 計2251417 的中 ��� 14828（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―12．3―12．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―47．2―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイワイプ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Leroidesanimaux デビュー 2019．12．1 阪神1着

2017．3．5生 牡3栗 母 カーディナルコーヴ 母母 Crystal Cove 5戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 メモリーオブブルー号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）



（2中京2）第3日 9月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

259，120，000円
5，620，000円
28，350，000円
1，800，000円
27，910，000円
67，866，000円
5，364，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
647，982，700円
931，949，700円
177，225，200円
1，069，298，000円
504，751，900円
849，609，000円
1，679，428，000円
2，259，942，000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 8，120，186，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回中京競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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