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26037 9月20日 曇 良 （2中京2） 第4日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

33 ルンルンキャット 牝4黒鹿58 植野 貴也�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 460＋103：20．1 13．0�
88 オレンジオレンジ 牝4鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 458＋ 43：20．42 4．0�
55 ヤサカリベルテ 牡4栗 60 上野 翔志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 460± 03：20．71� 6．2�
44 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454－ 23：21．12� 6．8�
66 � エ ミ ー リ オ 牡6鹿 60 江田 勇亮加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 502＋ 63：21．2� 2．2�
11 ハーツフェルト 牝5栗 58 森 一馬林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480－103：21．3� 7．0	
22 � ゴルトグランツ 牡4栗 60 小野寺祐太
ヤブウチ 萱野 浩二 日高 広富牧場 486＋103：27．4大差 154．5�
89 クリノビックスター 牡3鹿 58 佐久間寛志栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 480＋ 83：28．35 64．3�
77 ジュンノサップ 牡4鹿 60 草野 太郎河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 488＋103：30．4大差 77．5
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売 得 金
単勝： 16，655，900円 複勝： 20，408，100円 枠連： 4，496，600円
馬連： 29，107，800円 馬単： 17，371，900円 ワイド： 20，094，800円
3連複： 44，134，500円 3連単： 84，332，500円 計： 236，602，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 300円 � 160円 � 170円 枠 連（3－8） 3，310円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 930円 �� 800円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 38，670円

票 数

単勝票数 計 166559 的中 � 10175（6番人気）
複勝票数 計 204081 的中 � 14205（6番人気）� 37741（2番人気）� 34382（3番人気）
枠連票数 計 44966 的中 （3－8） 1050（12番人気）
馬連票数 計 291078 的中 �� 7220（12番人気）
馬単票数 計 173719 的中 �� 1751（28番人気）
ワイド票数 計 200948 的中 �� 5291（14番人気）�� 6271（12番人気）�� 13201（5番人気）
3連複票数 計 441345 的中 ��� 7443（15番人気）
3連単票数 計 843325 的中 ��� 1581（121番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．9－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルンルンキャット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．3．30 阪神9着

2016．4．20生 牝4黒鹿 母 ホッコーユニバース 母母 ウイングドキャット 障害：5戦1勝 賞金 11，890，000円

26038 9月20日 曇 良 （2中京2） 第4日 第2競走 ��1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

711 ブラックアーメット 牡2黒鹿54 武 豊窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 494＋141：13．0 4．2�
22 メディーヴァル 牡2鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 450－ 21：13．32 7．1�
710 ド ロ ー ム 牝2芦 54 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 456＋121：13．51� 4．7�
44 ジュンコーハク 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 456＋ 81：13．6� 80．2�
45 イルデレーヴ 牡2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 468－101：13．81 2．7�
33 マーチャンフェイス 牝2鹿 54 岩田 康誠 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 446＋121：14．12 13．7	
812 タガノミューコ 牝2黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 21：14．2クビ 29．6

57 ミ ラ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 442－ 41：14．51� 65．8�
68 タイセイロワイヤル 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 480＋ 41：14．82 24．4
11 ツーエムタイガー 牡2栗 54 �島 良太水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ

ファーム 418－121：14．9� 217．1�
69 イ ー ウ ェ イ 牡2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真奥田 貴敏氏 上村 洋行 青森 諏訪牧場 418－ 41：15．0� 22．4�
813 ブラーブサージュ 牡2鹿 54

52 △亀田 温心岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 446＋ 41：15．21� 45．0�
56 コジートゥインクル 牡2黒鹿54 川須 栄彦齊藤 直信氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 484－ 61：16．47 282．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，216，200円 複勝： 60，445，600円 枠連： 10，968，300円
馬連： 64，112，700円 馬単： 30，746，800円 ワイド： 53，199，500円
3連複： 97，992，000円 3連単： 111，606，100円 計： 472，287，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 630円 �� 410円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 計 432162 的中 � 84606（2番人気）
複勝票数 計 604456 的中 � 93270（3番人気）� 72489（4番人気）� 137751（2番人気）
枠連票数 計 109683 的中 （2－7） 11531（2番人気）
馬連票数 計 641127 的中 �� 33837（6番人気）
馬単票数 計 307468 的中 �� 8731（9番人気）
ワイド票数 計 531995 的中 �� 21021（7番人気）�� 34203（3番人気）�� 26760（5番人気）
3連複票数 計 979920 的中 ��� 31994（5番人気）
3連単票数 計1116061 的中 ��� 6989（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．6―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックアーメット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．6．13 阪神3着

2018．2．24生 牡2黒鹿 母 カチューシャ 母母 ロマンスプレゼント 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走状況〕 イルデレーヴ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ブラックアーメット号の騎手武豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

第２回 中京競馬 第４日



26039 9月20日 曇 良 （2中京2） 第4日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．5
1：07．5

良
良

810 ココクラッシュ 牝2鹿 54 川田 将雅大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 422＋ 61：10．0 5．7�
55 � コウエイブレイヴ 牡2鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 森 秀行 米 Jack Owens &

Barbara Owens 476＋ 61：10．21� 2．6�
22 ライブリーキング 牡2栗 54 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 446＋ 41：10．3	 8．3�
11 タツリュウオー 牝2黒鹿54 加藤 祥太庄司光太朗氏 加用 正 新ひだか 城地牧場 436± 01：10．51� 32．6�
811 メイショウミツヤス 牡2鹿 54 幸 英明松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 476± 01：10．71� 28．1�
44 ウインアルバローズ 牡2青鹿 54

53 ☆団野 大成	ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 2 〃 ハナ 21．2

66 シューラヴァラ 牡2黒鹿54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 438± 01：10．8
 3．6�
67 ミラコロヴェルデ 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心 	グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋101：11．12 11．9�

78 セイウンノウヒメ 牝2青 54
51 ▲泉谷 楓真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 �川 啓一 452＋ 41：11．2	 97．4

79 パピードッグ 牝2鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing
ホールディングス	 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 21：11．62	 28．6�

33 サ ン サ ー ラ 牝2鹿 54
51 ▲服部 寿希中本 行則氏 大根田裕之 浦河 小葉松 幸雄 462＋141：12．02	 246．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，265，900円 複勝： 46，219，400円 枠連： 7，306，800円
馬連： 51，297，400円 馬単： 28，933，200円 ワイド： 45，469，200円
3連複： 75，399，000円 3連単： 109，425，500円 計： 400，316，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 350円 �� 710円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 計 362659 的中 � 53292（3番人気）
複勝票数 計 462194 的中 � 64377（3番人気）� 116670（1番人気）� 54530（4番人気）
枠連票数 計 73068 的中 （5－8） 9627（2番人気）
馬連票数 計 512974 的中 �� 52965（2番人気）
馬単票数 計 289332 的中 �� 12325（6番人気）
ワイド票数 計 454692 的中 �� 34388（2番人気）�� 15073（8番人気）�� 32067（3番人気）
3連複票数 計 753990 的中 ��� 40778（3番人気）
3連単票数 計1094255 的中 ��� 9685（20番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．9―46．5―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココクラッシュ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．11 阪神13着

2018．5．8生 牝2鹿 母 アドマイヤマリリン 母母 アドマイヤラピス 4戦1勝 賞金 6，120，000円

26040 9月20日 曇 良 （2中京2） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・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
1：47．6
1：47．6

重
重

24 リネンファッション 牝3鹿 52 秋山真一郎戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 446＋ 81：52．2 2．1�
59 ソプラドール 牝3栗 52 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466－ 61：53．05 5．6�
612 ワンダーシエンプロ 牝3栗 52

51 ☆団野 大成山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 434± 01：53．42 13．2�
23 ハイスピードカム 牝3黒鹿52 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 488＋ 61：53．72 32．6�
12 ラブスピール 牝3鹿 52 菱田 裕二増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 444＋ 6 〃 クビ 6．3�
815 ラボンダンス 牝3栗 52 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：53．91 16．5	
36 フラッグサルート 牝5鹿 55 武 豊吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 458＋ 81：54．11� 12．7

611 クイーンブロッサム 牝4栗 55 藤井勘一郎吉田 勝己氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋141：54．42 326．6�
48 オリーブティアラ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新飯田 良枝氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：54．5� 98．6�
510 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿52 松山 弘平前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋16 〃 クビ 20．4
713 エスキシータ 牝4黒鹿55 荻野 極吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－ 61：54．6� 206．9�
11 � ナナカマドカ 牝4黒鹿55 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 B462－181：54．81� 57．5�
816� イチザティアラ 牝5黒鹿55 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 474＋ 21：54．9� 334．0�
47 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 486± 01：55．0	 21．6�
35 アルディフルール 牝3鹿 52 幸 英明吉田 千津氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋121：55．1	 20．4�
714 ハイアーグレード 牝3栗 52 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 456＋ 81：56．05 84．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，707，100円 複勝： 59，459，700円 枠連： 12，030，700円
馬連： 68，316，600円 馬単： 30，927，300円 ワイド： 64，788，800円
3連複： 117，350，800円 3連単： 121，468，400円 計： 513，049，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 250円 枠 連（2－5） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 300円 �� 560円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計 387071 的中 � 147026（1番人気）
複勝票数 計 594597 的中 � 170952（1番人気）� 75331（3番人気）� 46791（4番人気）
枠連票数 計 120307 的中 （2－5） 18567（1番人気）
馬連票数 計 683166 的中 �� 100522（1番人気）
馬単票数 計 309273 的中 �� 28460（1番人気）
ワイド票数 計 647888 的中 �� 60319（1番人気）�� 28963（3番人気）�� 15829（11番人気）
3連複票数 計1173508 的中 ��� 27744（9番人気）
3連単票数 計1214684 的中 ��� 9975（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．7―12．8―12．7―12．5―12．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．0―50．8―1：03．5―1：16．0―1：28．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リネンファッション �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．8．18 新潟1着

2017．3．5生 牝3鹿 母 リネンパズル 母母 アルテミスターキン 7戦2勝 賞金 23，673，000円
〔制裁〕 リネンファッション号の騎手秋山真一郎は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。

ハイスピードカム号の騎手水口優也は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・13番）



26041 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第5競走 ��2，000�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
2：01．7
1：58．9

良
良

56 ジュンブルースカイ 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440 ―2：02．6 2．4�
22 サトノスカイターフ 牡2鹿 54 C．ルメール �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 476 ―2：02．7� 3．0�
11 メ イ セ キ ム 牝2鹿 54 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 安平 追分ファーム 418 ―2：02．8� 29．1�
813 ランスオブアース 牝2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468 ―2：03．43� 103．7�
710 レイモンドバローズ 牡2鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 476 ―2：03．61� 26．4�
44 モ ー ガ ン 牡2栗 54 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 454 ―2：03．7� 5．2	
711 サイモンメガライズ 牡2鹿 54 武 豊澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 492 ―2：03．91� 23．9

57 アイリッシュベル 牝2栗 54 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 404 ―2：04．32� 13．4�
45 リリーマイウェー 牡2栗 54 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 474 ―2：04．4� 71．7
812 メガゴールド 牡2芦 54

53 ☆富田 暁合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 520 ― 〃 アタマ 61．8�

33 シ ュ ン イ 牝2鹿 54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 456 ―2：05．14 27．5�
69 パスオーバー 牡2黒鹿54 西村 淳也宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 482 ―2：05．95 307．7�
68 カ シ マ ポ ポ 牝2青鹿 54

53 ☆団野 大成松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 452 ―2：07．510 178．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，995，400円 複勝： 44，308，200円 枠連： 11，167，100円
馬連： 60，360，500円 馬単： 32，028，100円 ワイド： 49，820，500円
3連複： 91，192，900円 3連単： 123，060，100円 計： 466，932，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 370円 枠 連（2－5） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 860円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 549954 的中 � 184498（1番人気）
複勝票数 計 443082 的中 � 106592（1番人気）� 91802（2番人気）� 20317（7番人気）
枠連票数 計 111671 的中 （2－5） 23385（1番人気）
馬連票数 計 603605 的中 �� 126826（1番人気）
馬単票数 計 320281 的中 �� 32191（1番人気）
ワイド票数 計 498205 的中 �� 72631（1番人気）�� 13164（9番人気）�� 10451（13番人気）
3連複票数 計 911929 的中 ��� 25785（7番人気）
3連単票数 計1230601 的中 ��� 11413（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．5―49．5―1：02．6―1：15．7―1：28．2―1：40．0―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンブルースカイ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2018．3．14生 牡2鹿 母 ジュントップヒトミ 母母 リアルナンバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※カシマポポ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26042 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第6競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （ダート・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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

59 テイエムイダテン 牡3鹿 55 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：11．6 5．2�
35 シュガーサンダー 牡4鹿 57 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 514－ 6 〃 クビ 8．2�
814 シゲルキンセイ 牡3鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 482＋ 41：11．91	 119．3�
23 アーマーバローズ 牡3鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 484＋ 8 〃 アタマ 3．8�
611 シンゼンブースター 
4栗 57 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488＋ 6 〃 アタマ 13．7�
46 グーテンモルゲン 牡4鹿 57 藤岡 佑介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 510＋ 81：12．22 13．6	
610 カズオルヴァル 
3鹿 55 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 456－ 41：12．41� 13．6

58 グ ラ ウ ク ス 
4栗 57

54 ▲泉谷 楓真 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 26．5�

713� クリノクノイチ 牝5黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460－ 61：12．5クビ 47．9

47 メイショウキソコマ 牡3栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 518－ 51：12．71� 151．0�
34  アメリカンニーニャ 牝3鹿 53 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

518＋ 41：12．8クビ 6．3�
712� ラインエミネント 牡4鹿 57 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 466－ 61：13．11� 54．3�
815 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 55 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B498± 01：13．31	 39．1�
22 エイシンバッカス 牡3栗 55 松山 弘平�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458－ 41：13．4� 5．5�
11 ヨドノエール 牡3黒鹿55 古川 吉洋海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 450－ 21：13．5	 447．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，323，300円 複勝： 72，339，400円 枠連： 15，297，000円
馬連： 71，397，100円 馬単： 30，317，600円 ワイド： 63，568，500円
3連複： 113，106，900円 3連単： 116，729，300円 計： 524，079，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 310円 � 3，250円 枠 連（3－5） 930円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 940円 �� 10，680円 �� 18，290円

3 連 複 ��� 109，310円 3 連 単 ��� 384，670円

票 数

単勝票数 計 413233 的中 � 62701（2番人気）
複勝票数 計 723394 的中 � 114598（2番人気）� 60771（5番人気）� 4563（13番人気）
枠連票数 計 152970 的中 （3－5） 12670（4番人気）
馬連票数 計 713971 的中 �� 26055（8番人気）
馬単票数 計 303176 的中 �� 5599（15番人気）
ワイド票数 計 635685 的中 �� 18243（8番人気）�� 1498（64番人気）�� 872（78番人気）
3連複票数 計1131069 的中 ��� 776（196番人気）
3連単票数 計1167293 的中 ��� 220（895番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．8―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムイダテン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．11．9 京都11着

2017．3．3生 牡3鹿 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル 10戦2勝 賞金 20，550，000円



26043 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

11 ロードシャムロック 牡3鹿 55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 494－ 41：33．5 5．7�
24 ノルカソルカ 牡3栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 490－ 41：33．6� 4．0�
713 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿57 和田 竜二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 454＋ 41：33．92 7．0�
815 セイイーグル �6鹿 57 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 444＋ 41：34．0� 20．6�
816 ダノンアレー 牡3黒鹿55 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 498＋ 81：34．1� 3．5�
611 マルモネオフォース 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 514＋20 〃 クビ 16．5	
23 コンフィテーロ 牡3青鹿55 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 61：34．2� 15．2

510 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 484＋ 41：34．41 52．3�
36 ホッコーメヴィウス �4鹿 57 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468＋141：34．5� 95．4�
59 トーアライジン 牡7芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B504± 01：34．82 406．7
612 フルートフルデイズ 牝3黒鹿53 松山 弘平飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 462＋ 61：34．9クビ 70．3�
714 エイシンバイエルン 牝3青鹿53 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 492＋ 8 〃 ハナ 82．8�
12 グ ラ ン レ イ 牡3鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 458＋ 2 〃 クビ 7．4�
48 ライチェフェイス 牡3鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 STレーシング 新谷 功一 日高 メイプルファーム 446－ 2 〃 アタマ 286．5�
35 ブルベアオーロ 牡4黒鹿57 	島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 456＋ 41：35．11
 293．4�
47 エアリーフローラ 牝3鹿 53

52 ☆団野 大成 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 422－101：35．63 30．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，131，300円 複勝： 71，312，000円 枠連： 14，811，200円
馬連： 83，604，900円 馬単： 31，901，000円 ワイド： 67，997，000円
3連複： 119，238，000円 3連単： 123，653，700円 計： 556，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 150円 � 180円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 450円 �� 730円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 441313 的中 � 61048（3番人気）
複勝票数 計 713120 的中 � 96497（4番人気）� 132481（1番人気）� 99673（3番人気）
枠連票数 計 148112 的中 （1－2） 21222（2番人気）
馬連票数 計 836049 的中 �� 57537（2番人気）
馬単票数 計 319010 的中 �� 8857（9番人気）
ワイド票数 計 679970 的中 �� 39982（2番人気）�� 22923（8番人気）�� 32510（6番人気）
3連複票数 計1192380 的中 ��� 36781（4番人気）
3連単票数 計1236537 的中 ��� 6358（32番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．8―11．6―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―46．8―58．4―1：10．0―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ロードシャムロック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2019．11．10 京都7着

2017．3．2生 牡3鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 7戦1勝 賞金 15，500，000円

26044 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第8競走 ��
��1，900�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （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
1：55．9
1：53．7

重
不良

610 キングレイスター 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 496＋ 21：59．8 61．4�
22 スコルピウス �4黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 8 〃 クビ 6．3�
46 ロードセッション 牡3鹿 54

53 ☆団野 大成 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 496－ 41：59．9クビ 25．8�
712 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 吉田 隼人久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B498＋ 6 〃 アタマ 10．9�
711 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿54 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 476＋ 4 〃 クビ 3．1�
58 	 アンセッドヴァウ 牡3栗 54 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 470－ 72：00．0
 8．4	
11 ヨドノドリーム 牡3鹿 54 �島 克駿海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 484＋ 22：00．1クビ 39．8

34 	 ベッサメモー 牝3鹿 52 菱田 裕二吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

B506－122：01．16 11．6�
33 	 ノ イ ー ヴ ァ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 486－ 22：01．41� 30．4�
57 クリノキングボス 牡3栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B466－ 2 〃 クビ 7．4
45 ア ラ ウ ン 牡5鹿 57

55 △亀田 温心一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 506－ 62：02．46 97．3�
813 パイプライナー 牡3芦 54 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 502－ 82：03．03
 5．3�
69 ローゼンリッター 牡4栗 57 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 532＋ 22：03．42 56．7�
814	 ヘルスチェック 牝3鹿 52 松山 弘平ゴドルフィン 松田 国英 英 Landseer

Stud B472± 02：05．5大差 63．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，425，900円 複勝： 68，429，800円 枠連： 15，297，800円
馬連： 84，519，000円 馬単： 34，500，700円 ワイド： 71，590，800円
3連複： 127，059，100円 3連単： 126，590，600円 計： 569，413，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，140円 複 勝 � 790円 � 230円 � 630円 枠 連（2－6） 10，730円

馬 連 �� 16，750円 馬 単 �� 38，050円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 12，880円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 97，330円 3 連 単 ��� 917，780円

票 数

単勝票数 計 414259 的中 � 5396（12番人気）
複勝票数 計 684298 的中 � 20144（9番人気）� 96166（3番人気）� 25950（8番人気）
枠連票数 計 152978 的中 （2－6） 1104（24番人気）
馬連票数 計 845190 的中 �� 3910（42番人気）
馬単票数 計 345007 的中 �� 680（89番人気）
ワイド票数 計 715908 的中 �� 6185（32番人気）�� 1414（73番人気）�� 7319（28番人気）
3連複票数 計1270591 的中 ��� 979（185番人気）
3連単票数 計1265906 的中 ��� 100（1274番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―11．3―13．1―13．2―12．9―12．4―12．8―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―29．7―42．8―56．0―1：08．9―1：21．3―1：34．1―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングレイスター �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2016．10．29 京都12着

2014．4．20生 牡6鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 36戦2勝 賞金 25，750，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘルスチェック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月20日まで平地競
走に出走できない。



26045 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

こ ま き

小 牧 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

11 アリストテレス 牡3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466± 02：11．9 3．2�
89 フライライクバード 牡3黒鹿54 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋142：12．0� 2．3�
66 ヒートオンビート 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 468＋ 82：12．1	 5．5�
88 ダブルフラット 牡5黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498－102：12．95 4．7�
33 トウカイデュエル 牡3鹿 54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 460＋ 42：13．43 16．5	
77 エレヴァルアスール 牡4黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B490－ 42：13．61	 59．5

55 ブリーズスズカ 牡7青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464－102：13．81
 170．8�
44 カズマークセン 牡4鹿 57 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 502－ 22：14．01	 46．4�
22 メイショウテンモン 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B502－242：14．85 41．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 66，121，200円 複勝： 74，213，500円 枠連： 12，672，600円
馬連： 94，432，900円 馬単： 50，124，200円 ワイド： 63，724，300円
3連複： 129，045，100円 3連単： 261，878，500円 計： 752，212，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 230円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 661212 的中 � 161013（2番人気）
複勝票数 計 742135 的中 � 187566（1番人気）� 187222（2番人気）� 119382（4番人気）
枠連票数 計 126726 的中 （1－8） 35954（1番人気）
馬連票数 計 944329 的中 �� 194633（1番人気）
馬単票数 計 501242 的中 �� 43722（3番人気）
ワイド票数 計 637243 的中 �� 100642（1番人気）�� 58885（5番人気）�� 68412（3番人気）
3連複票数 計1290451 的中 ��� 224016（1番人気）
3連単票数 計2618785 的中 ��� 76053（6番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．2―12．8―13．3―12．3―11．9―12．4―11．6―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―34．6―47．4―1：00．7―1：13．0―1：24．9―1：37．3―1：48．9―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
・（2，7）1－9－3，6－8－4，5・（1，2）（7，9）－（3，6）－8，5－4

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

勝馬の
紹 介

アリストテレス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．28 阪神2着

2017．4．8生 牡3鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 8戦3勝 賞金 52，955，000円
〔制裁〕 フライライクバード号の調教師友道康夫は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

26046 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

な や ば し

納屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳55�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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

33 シ ュ リ 牡4黒鹿57 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512＋ 61：32．8 3．0�

22 ムーンチャイム 牝5栗 55 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 61：33．12 16．1�

45 フィニフティ 牝5芦 55 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454－ 21：33．2� 12．4�
712 ステイオンザトップ 牡6栗 57 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：33．51	 49．4�
813 ル ー カ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 506－ 81：33．71
 9．8�
58 ソシアルクラブ 牝5栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486－ 4 〃 クビ 8．2	
610 カイザーミノル 牡4鹿 57 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474＋141：33．91
 8．1

11 ナスノシンフォニー 牝5栗 55 C．ルメール�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476＋141：34．0クビ 3．6�
711 カフジバンガード 牡5鹿 57 富田 暁加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 486＋ 21：34．21	 189．7
34 キャンディストーム 牝6鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 61：34．52 44．4�
46 シャイニーロック 牡4鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 506－ 2 〃 アタマ 25．4�
57 アプルーヴァル 牡5鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512－ 41：34．71
 34．2�
69 クリアザトラック 牡6鹿 57 斎藤 新金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：35．12	 39．3�
814 ヒルノマリブ 牝3鹿 53 亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 488＋ 41：35．41� 61．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，929，000円 複勝： 113，073，100円 枠連： 23，202，200円
馬連： 164，306，700円 馬単： 64，253，500円 ワイド： 125，335，900円
3連複： 246，296，400円 3連単： 267，490，900円 計： 1，077，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 390円 � 310円 枠 連（2－3） 1，960円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 800円 �� 760円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 計 739290 的中 � 194773（1番人気）
複勝票数 計1130731 的中 � 232278（2番人気）� 62689（7番人気）� 84444（6番人気）
枠連票数 計 232022 的中 （2－3） 9144（10番人気）
馬連票数 計1643067 的中 �� 64748（8番人気）
馬単票数 計 642535 的中 �� 16839（7番人気）
ワイド票数 計1253359 的中 �� 40881（6番人気）�� 43685（5番人気）�� 13953（27番人気）
3連複票数 計2462964 的中 ��� 28032（21番人気）
3連単票数 計2674909 的中 ��� 7898（64番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．8―11．8―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．2―46．0―57．8―1：09．5―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0

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

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

シ ュ リ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．5．1生 牡4黒鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 7戦4勝 賞金 53，223，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26047 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第38回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 リアアメリア 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488＋141：59．9 5．1�
713 ム ジ カ 牝3鹿 54 秋山真一郎ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 440－ 42：00．22 103．9�
48 オーマイダーリン 牝3鹿 54 和田 竜二廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 466＋ 62：00．41� 59．4�
715 デ ゼ ル 牝3青鹿54 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470＋10 〃 クビ 5．7�
59 クラヴァシュドール 牝3青鹿54 M．デムーロ�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 458＋182：00．5クビ 4．8	
35 リリーピュアハート 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋18 〃 アタマ 6．2

611 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 藤岡 佑介岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 496－ 42：00．6� 64．6�
12 フィオリキアリ 牝3鹿 54 北村 友一槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 4 〃 アタマ 20．3�
818 ラインオブダンス 牝3黒鹿54 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－10 〃 クビ 70．8
714 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 62：00．81� 30．9�
23 フ ア ナ 牝3鹿 54 C．ルメール 近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 42：01．01� 4．2�
510 ア ブ レ イ ズ 牝3青鹿54 藤井勘一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋182：01．1� 17．6�
24 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 竹之下智昭土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 426－202：01．31� 401．5�
816 シャムロックヒル 牝3芦 54 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478－102：02．36 124．3�
36 セウラサーリ 牝3鹿 54 池添 謙一�G1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 458＋ 8 〃 クビ 44．0�
612 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 8 〃 ハナ 192．5�
817 エレナアヴァンティ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 454＋162：02．51� 305．0�
47 ウーマンズハート 牝3鹿 54 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 82：04．09 23．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 328，758，700円 複勝： 483，159，800円 枠連： 153，794，500円
馬連： 915，950，100円 馬単： 327，216，100円 ワイド： 641，325，600円
3連複： 1，652，141，200円 3連単： 2，043，932，300円 計： 6，546，278，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 2，030円 � 1，160円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 29，960円 馬 単 �� 39，230円

ワ イ ド �� 8，060円 �� 3，580円 �� 19，380円

3 連 複 ��� 211，480円 3 連 単 ��� 1，139，000円

票 数

単勝票数 計3287587 的中 � 513673（3番人気）
複勝票数 計4831598 的中 � 605973（4番人気）� 55410（14番人気）� 100407（11番人気）
枠連票数 計1537945 的中 （1－7） 125047（1番人気）
馬連票数 計9159501 的中 �� 23686（58番人気）
馬単票数 計3272161 的中 �� 6255（94番人気）
ワイド票数 計6413256 的中 �� 20490（60番人気）�� 46691（37番人気）�� 8480（96番人気）
3連複票数 計16521412 的中 ��� 5859（321番人気）
3連単票数 計20439323 的中 ��� 1301（1640番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．3―12．7―12．5―12．4―12．1―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．7―48．4―1：00．9―1：13．3―1：25．4―1：37．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5
1
3
17（1，10）16（4，7）－6（2，9）5（13，14）（18，15）3，8，12，11
17（1，10，16）（4，7）（6，9）2（8，13，5）3（18，14）（11，15）12

2
4
17（1，10）16（4，7）（6，9）2，5（13，14）8（18，15）3－12，11
17，1（4，10，16）7（8，6，9）2（13，5）（3，18，14）11，15，12

勝馬の
紹 介

リアアメリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rockport Harbor デビュー 2019．6．1 阪神1着

2017．2．21生 牝3黒鹿 母 リアアントニア 母母 Beer Baroness 6戦3勝 賞金 106，596，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリアアメリア号・ムジカ号・オーマイダーリン号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月20日 晴 良 （2中京2） 第4日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）（1000万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：47．6
1：47．6

重
重

46 ペ オ ー ス 牡3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋141：51．3 2．5�

23 サンティーニ �5栗 57 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482－ 41：52．25 9．0�
35 メリッサーニ 牝5鹿 55 川須 栄彦�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496－ 21：52．3� 56．0�
22 ナイルデルタ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 B482－101：52．4� 11．0�
59 ダンツチョイス 牝5栗 55 幸 英明山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462± 01：52．72 21．9	
34 シゲルマツタケ 牝5栗 55

53 △亀田 温心森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 446－ 81：52．9� 50．6

815 ホウオウライジン 牡4栗 57 C．ルメール 小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B470－ 81：53．11� 5．3�
11 スズカスマート 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 504＋ 4 〃 アタマ 47．8�
814 カ ラ ル �6黒鹿 57

56 ☆団野 大成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 41：53．42 18．9
712 ワカミヤオウジ 牡5青 57

56 ☆岩田 望来芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 498＋ 21：53．5クビ 89．9�
47 クリノアントニヌス 牡6栗 57 和田 翼栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520－ 61：53．6� 200．5�
610 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57 西村 淳也�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：54．45 16．0�
713	 ディスカバー �6鹿 57 藤井勘一郎村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B464－ 41：54．5クビ 229．6�
58 ベルジュネス �4鹿 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B472± 01：54．81� 14．2�
611 ヴ ォ ル ス ト �3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 490－ 21：55．65 6．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，809，300円 複勝： 111，536，400円 枠連： 34，519，500円
馬連： 152，508，300円 馬単： 61，927，100円 ワイド： 126，255，000円
3連複： 231，829，400円 3連単： 269，919，400円 計： 1，063，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 280円 � 860円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，130円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 33，910円

票 数

単勝票数 計 748093 的中 � 232808（1番人気）
複勝票数 計1115364 的中 � 279370（1番人気）� 94506（5番人気）� 24306（12番人気）
枠連票数 計 345195 的中 （2－4） 41749（1番人気）
馬連票数 計1525083 的中 �� 114625（3番人気）
馬単票数 計 619271 的中 �� 31602（3番人気）
ワイド票数 計1262550 的中 �� 70812（3番人気）�� 14710（30番人気）�� 8106（44番人気）
3連複票数 計2318294 的中 ��� 14816（41番人気）
3連単票数 計2699194 的中 ��� 5770（97番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．3―12．4―12．4―12．4―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．4―48．8―1：01．2―1：13．6―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
・（6，10，15）－11，3，14（1，5）8，9，7（12，13）2，4
6（10，15，14）（3，5，11）9，1（7，12，8）（2，13）－4

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

勝馬の
紹 介

ペ オ ー ス �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 阪神4着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 5戦3勝 賞金 26，300，000円

４レース目



（2中京2）第4日 9月20日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

288，510，000円
8，130，000円
28，130，000円
2，610，000円
34，010，000円
69，760，750円
5，319，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
860，339，200円
1，224，905，000円
315，564，300円
1，839，914，000円
740，247，500円
1，393，169，900円
3，044，785，300円
3，760，087，300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 13，179，012，500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4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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