
26061 9月26日 晴 重 （2中京2） 第6日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走9時50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

33 エ リ オ ッ ト 牡2栗 54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 520－ 41：12．5 1．8�
78 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 476－ 61：13．24 5．3�
11 イロエンピツ 牝2黒鹿54 幸 英明内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 458－101：13．52 26．1�
89 ショウナンバサロ 牡2芦 54 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 474± 01：13．6クビ 15．1�
22 サウンドウイッシュ 牡2黒鹿 54

52 △亀田 温心増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492＋ 2 〃 アタマ 228．3�
77 ラグラスドシエル 牝2黒鹿54 �島 克駿梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 442＋101：13．81� 26．9	
66 メイショウナヴィア 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 450－ 2 〃 クビ 79．7

55 メイショウデージー 牝2鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 484－ 6 〃 アタマ 12．5�
44 ア ミ ス タ 牝2鹿 54 吉田 隼人水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 478＋ 41：14．33 99．5�
810 エコロキング 牡2青鹿54 秋山真一郎原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 424＋ 21：15．68 4．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，986，100円 複勝： 70，792，700円 枠連： 7，845，200円
馬連： 45，652，200円 馬単： 31，104，200円 ワイド： 41，174，700円
3連複： 71，775，900円 3連単： 133，913，600円 計： 441，244，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 310円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 220円 �� 480円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 389861 的中 � 174063（1番人気）
複勝票数 計 707927 的中 � 421276（1番人気）� 74071（2番人気）� 21679（7番人気）
枠連票数 計 78452 的中 （3－7） 20259（2番人気）
馬連票数 計 456522 的中 �� 79283（1番人気）
馬単票数 計 311042 的中 �� 36145（1番人気）
ワイド票数 計 411747 的中 �� 57247（1番人気）�� 20717（7番人気）�� 10886（10番人気）
3連複票数 計 717759 的中 ��� 31441（6番人気）
3連単票数 計1339136 的中 ��� 23590（9番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．2―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―35．0―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ リ オ ッ ト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．9．5 新潟2着

2018．4．9生 牡2栗 母 キ ャ ッ ツ 母母 Blissful 2戦1勝 賞金 7，900，000円

26062 9月26日 晴 稍重 （2中京2） 第6日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：33．1
1：32．3

良
良

55 ヴァーチャリティ 牝2鹿 54 C．ルメール�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 458－ 81：34．0 5．8�
67 ウインミニヨン 牝2栗 54 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 402－ 41：34．42� 7．8�
78 ヘネラルカレーラ 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 460＋ 41：34．5� 7．2�
33 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 434－ 21：34．71� 8．6�
44 プリュムドール 牝2栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 466－ 61：34．9� 55．8	
66 マリオンエール 牝2鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454± 01：35．22 23．1

11 キャロライナリーパ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：35．41� 2．3�
810 メイショウハボタン 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 446－ 4 〃 同着 31．6�
811 バライロノキセキ 牝2鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 468＋ 61：35．5クビ 27．7
79 テイケイラハイナ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：35．6� 347．2�

22 マンヌポルト 牝2黒鹿54 浜中 俊 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 450－ 21：35．81� 14．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，199，500円 複勝： 63，543，500円 枠連： 7，734，300円
馬連： 54，714，400円 馬単： 25，138，700円 ワイド： 48，528，600円
3連複： 85，152，800円 3連単： 101，831，000円 計： 426，842，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 210円 � 220円 枠 連（5－6） 1，380円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 760円 �� 790円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 23，890円

票 数

単勝票数 計 401995 的中 � 58079（2番人気）
複勝票数 計 635435 的中 � 94535（2番人気）� 80154（3番人気）� 69850（4番人気）
枠連票数 計 77343 的中 （5－6） 4320（7番人気）
馬連票数 計 547144 的中 �� 18883（8番人気）
馬単票数 計 251387 的中 �� 4604（14番人気）
ワイド票数 計 485286 的中 �� 16373（8番人気）�� 15755（9番人気）�� 14555（10番人気）
3連複票数 計 851528 的中 ��� 13445（17番人気）
3連単票数 計1018310 的中 ��� 3090（89番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．0―11．8―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―47．0―58．8―1：10．5―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ヴァーチャリティ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．1 札幌2着

2018．3．12生 牝2鹿 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 3戦1勝 賞金 7，900，000円

第２回 中京競馬 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



26063 9月26日 曇 稍重 （2中京2） 第6日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時50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
2：01．2
1：58．9

良
良

79 トーセンインパルス 牡2黒鹿54 C．ルメール 島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 474± 02：01．5 1．7�
22 モンテディオ 牡2鹿 54 池添 謙一毛利 元昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 02：01．82 9．0�
11 リーブルミノル 牡2栗 54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 62：02．01� 21．4�
44 コスモホクシン 牡2鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：02．1クビ 106．4�
55 セブンサミット 牡2青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 クビ 4．3	
812 センショウライツ 牝2栗 54 北村 友一川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 466＋182：02．2� 16．5

33 タ ガ ノ カ イ 牡2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 516± 02：02．94 354．3�

710 マコトオテギネ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 浦河 辻 牧場 398＋ 22：03．32� 291．6
67 トーセンアラン 牡2鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－142：03．51 12．1�
811 クリノエトワール 牡2黒鹿 54

52 △亀田 温心栗本 守氏 谷 潔 新冠 石郷岡 五月 436－ 4 〃 クビ 306．3�
68 ウォーターイグアス 牡2鹿 54 松若 風馬山岡 正人氏 石橋 守 日高 白井牧場 496－ 22：03．82 217．6�
56 ララアンドツイカ 牝2黒鹿54 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 472－ 62：05．39 26．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，446，300円 複勝： 99，910，600円 枠連： 8，247，200円
馬連： 58，348，500円 馬単： 36，622，500円 ワイド： 51，180，300円
3連複： 87，936，400円 3連単： 148，867，200円 計： 540，559，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 320円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 494463 的中 � 247001（1番人気）
複勝票数 計 999106 的中 � 605982（1番人気）� 83404（3番人気）� 30911（7番人気）
枠連票数 計 82472 的中 （2－7） 11590（2番人気）
馬連票数 計 583485 的中 �� 88384（2番人気）
馬単票数 計 366225 的中 �� 40248（2番人気）
ワイド票数 計 511803 的中 �� 79675（2番人気）�� 21742（7番人気）�� 8527（15番人気）
3連複票数 計 879364 的中 ��� 27481（8番人気）
3連単票数 計1488672 的中 ��� 20353（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．7―12．8―12．5―12．1―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―48．4―1：01．2―1：13．7―1：25．8―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンインパルス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．8．9 新潟3着

2018．1．26生 牡2黒鹿 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 ララアンドツイカ号の騎手秋山真一郎は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：7番）

26064 9月26日 曇 重 （2中京2） 第6日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時20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
1：24．3
1：23．0

良
重

58 タガノネクステージ 牡2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 482 ―1：25．6 24．6�
712 ヴァガボンド 牡2栗 54 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 454 ―1：26．13 6．0�
34 テ オ ド ラ 牝2栗 54 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460 ―1：26．73� 8．9�
46 ファイヤービート 牡2鹿 54 吉田 隼人長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452 ―1：26．91� 28．6�
23 � オリンピックデイ 牡2鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III 486 ―1：27．75 2．8�
22 レディアリエス 牝2鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 480 ―1：27．8	 3．8	
11 クインズレモン 牝2栗 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 新谷 功一 浦河 高昭牧場 492 ―1：28．01
 19．6

35 ザ ン ト 牡2黒鹿54 松若 風馬サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 422 ―1：28．1� 39．6�
814 ニホンピロジャック 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 448 ―1：28．31
 44．6�
713 ア ル コ ー ン 牡2栗 54 幸 英明中辻 明氏 大久保龍志 新冠 長浜牧場 472 ―1：28．51
 17．5
815 ココロノエンジェル 牝2栗 54 荻野 琢真 COCORO組合 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 450 ―1：28．81� 328．7�
47 ファッシネイター 牝2黒鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 444 ― 〃 アタマ 24．3�
611 クリノキララ 牝2鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 430 ― 〃 クビ 102．9�
59 フクシマブラッサム 牝2黒鹿54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 444 ―1：30．9大差 252．0�
610 ナムラアイガー 牡2黒鹿54 中井 裕二奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム B448 ―1：31．85 149．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，754，000円 複勝： 41，484，700円 枠連： 11，614，900円
馬連： 44，043，400円 馬単： 20，646，200円 ワイド： 42，123，600円
3連複： 69，523，600円 3連単： 71，384，100円 計： 339，574，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 550円 � 220円 � 300円 枠 連（5－7） 4，860円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 21，350円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 2，350円 �� 540円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 133，380円

票 数

単勝票数 計 387540 的中 � 13349（8番人気）
複勝票数 計 414847 的中 � 17197（8番人気）� 56993（3番人気）� 36423（4番人気）
枠連票数 計 116149 的中 （5－7） 1850（15番人気）
馬連票数 計 440434 的中 �� 3948（29番人気）
馬単票数 計 206462 的中 �� 725（63番人気）
ワイド票数 計 421236 的中 �� 5257（23番人気）�� 4429（29番人気）�� 21559（4番人気）
3連複票数 計 695236 的中 ��� 3378（49番人気）
3連単票数 計 713841 的中 ��� 388（387番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．4―12．4―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―48．1―1：00．5―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノネクステージ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．2．22生 牡2栗 母 タガノディーバ 母母 デ ィ ー バ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクシマブラッサム号・ナムラアイガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

10月26日まで平地競走に出走できない。
※ヴァガボンド号・クリノキララ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26065 9月26日 曇 良 （2中京2） 第6日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時10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
1：21．5
1：20．3

良
良

78 ピクシーナイト 牡2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528 ―1：23．4 1．7�
79 エアシュラブ 牝2鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494 ―1：23．5� 7．3�
55 ゴールドマイヤー 牡2栗 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 浦河 田中スタッド 418 ―1：23．6� 85．7�
44 タ イ フ ォ ン 牡2青鹿54 松山 弘平吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：23．7� 5．4�
811 マリノアルカディア 牝2黒鹿54 吉田 隼人�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 434 ― 〃 ハナ 26．7	
66 グロリアスダッド 牡2鹿 54 幸 英明渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 468 ―1：23．9� 14．2

33 ランドボルケーノ 牡2黒鹿54 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 476 ―1：24．11� 59．9�
22 ノーブルアリーナ 牡2青鹿54 大野 拓弥吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 474 ― 〃 クビ 10．7�
67 ジョウショーハニー 牝2鹿 54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444 ―1：24．52� 274．3
11 メイショウヤクモ 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 410 ―1：24．6� 180．8�
810 タマモイットウセイ 牡2青 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：24．91� 25．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，156，500円 複勝： 57，135，600円 枠連： 8，257，900円
馬連： 43，977，800円 馬単： 29，992，700円 ワイド： 40，667，000円
3連複： 63，068，100円 3連単： 117，912，200円 計： 406，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 870円 枠 連（7－7） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，550円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 451565 的中 � 223226（1番人気）
複勝票数 計 571356 的中 � 272373（1番人気）� 54106（4番人気）� 7951（9番人気）
枠連票数 計 82579 的中 （7－7） 10269（3番人気）
馬連票数 計 439778 的中 �� 55472（3番人気）
馬単票数 計 299927 的中 �� 30401（2番人気）
ワイド票数 計 406670 的中 �� 37382（3番人気）�� 6293（18番人気）�� 2199（32番人気）
3連複票数 計 630681 的中 ��� 5578（25番人気）
3連単票数 計1179122 的中 ��� 4428（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．0―12．1―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．2―48．3―1：00．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピクシーナイト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2018．5．14生 牡2鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ジョウショーハニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26066 9月26日 曇 稍重 （2中京2） 第6日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時40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

712 ダノングリスター �4鹿 57
56 ☆岩田 望来�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B490－ 81：53．9 20．6�

611 ダ ッ チ マ ン �3青鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450－ 6 〃 クビ 18．6�
610 キ ワ ミ �3栗 54 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B466± 01：54．11 25．0�
815 メイショウラッシュ 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476± 01：54．2� 6．3�
59 キンノマサカリ 牡3黒鹿54 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－12 〃 アタマ 2．5	
713 デンコウリジエール 牡3鹿 54

53 ☆団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464＋141：54．3クビ 10．8

22 サンレイファイト 牡4栗 57

55 △亀田 温心永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 464－ 21：54．83 30．9�
58 � パープルヒビキ 牡5栗 57 大野 拓弥中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 524± 0 〃 クビ 17．1�
34 シュテルクスト 牡3青鹿54 松山 弘平 サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム B472－ 81：55．33 5．3�
23 サトノスライヴ 牡3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 41：55．51	 9．6�
814 シェアザモーメント 牡6鹿 57 北村 友一 キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 480± 01：55．6
 79．6�
47 ハイオソラール 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 506－ 41：55．92 28．9�
11 � ピエナシニスター 牝5栗 55 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 2 〃 ハナ 97．0�
46 ボギータイサ 牡3芦 54 西村 淳也原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：56．53
 54．9�
35 エンペラーズパレス 牡3栗 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 488－161：56．7� 86．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，523，600円 複勝： 60，296，200円 枠連： 12，169，700円
馬連： 56，086，300円 馬単： 25，796，800円 ワイド： 59，336，300円
3連複： 94，566，300円 3連単： 97，816，700円 計： 445，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 670円 � 380円 � 670円 枠 連（6－7） 2，990円

馬 連 �� 20，610円 馬 単 �� 39，160円

ワ イ ド �� 5，630円 �� 5，390円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 93，190円 3 連 単 ��� 510，190円

票 数

単勝票数 計 395236 的中 � 15344（8番人気）
複勝票数 計 602962 的中 � 22943（9番人気）� 44421（5番人気）� 22864（10番人気）
枠連票数 計 121697 的中 （6－7） 3147（14番人気）
馬連票数 計 560863 的中 �� 2108（58番人気）
馬単票数 計 257968 的中 �� 494（105番人気）
ワイド票数 計 593363 的中 �� 2715（58番人気）�� 2840（56番人気）�� 3634（48番人気）
3連複票数 計 945663 的中 ��� 761（216番人気）
3連単票数 計 978167 的中 ��� 139（1203番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．8―13．0―12．1―12．4―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．6―51．6―1：03．7―1：16．1―1：28．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダノングリスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．21 京都9着

2016．2．5生 �4鹿 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 13戦2勝 賞金 22，100，000円



26067 9月26日 曇 稍重 （2中京2） 第6日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

34 サンライズラポール 牡3栗 55
54 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B496－ 41：23．7 6．6�

45 アドバンスマルス 牡5鹿 57 北村 友一広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 494－141：24．23 9．5�
814 ダイメイコスモス 牡4栗 57 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496＋ 41：24．41� 8．2�
46 メイショウハリオ 牡3栗 55 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 500－ 21：24．61	 2．6�
33 フラベリフォーム 牡5鹿 57 西村 淳也水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 466± 0 〃 クビ 18．5�
711
 ゼットセントラル �4黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 490＋ 81：24．81� 146．6	
813 アシャカリアン 牡6栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 474－ 51：24．9� 12．8

58 � フラミンゴフライト 牝3芦 53 吉田 隼人吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

478－ 8 〃 アタマ 30．7�
11 ルンルンクオリティ 牝4黒鹿55 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 496－101：25．32� 90．4
57 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 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 476＋ 41：25．51� 9．4�
69 メイショウヤシャ 牡4栗 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B476± 01：25．6� 33．1�
610 ブロフェルド 牡3鹿 55

54 ☆団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 518＋ 61：25．91 14．1�

22 � チャリオット 牝4芦 55
53 △亀田 温心�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 464－ 41：26．21 122．6�
712
 メイショウウグイス 牝4鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 468＋18 〃 クビ 9．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，366，200円 複勝： 63，283，800円 枠連： 15，275，500円
馬連： 81，518，500円 馬単： 30，096，000円 ワイド： 71，701，800円
3連複： 126，342，500円 3連単： 116，156，400円 計： 548，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 270円 � 240円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，330円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 12，980円 3 連 単 ��� 59，260円

票 数

単勝票数 計 443662 的中 � 53138（2番人気）
複勝票数 計 632838 的中 � 68095（4番人気）� 58723（5番人気）� 69848（3番人気）
枠連票数 計 152755 的中 （3－4） 17048（2番人気）
馬連票数 計 815185 的中 �� 15461（17番人気）
馬単票数 計 300960 的中 �� 3247（24番人気）
ワイド票数 計 717018 的中 �� 11905（22番人気）�� 13912（17番人気）�� 12516（20番人気）
3連複票数 計1263425 的中 ��� 7299（54番人気）
3連単票数 計1161564 的中 ��� 1421（226番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―11．9―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．4―46．3―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズラポール �
�
父 Constitution �

�
母父 Curlin デビュー 2019．12．21 阪神1着

2017．3．7生 牡3栗 母 カラズマッチポイント 母母 Home Court 6戦2勝 賞金 14，600，000円

26068 9月26日 曇 良 （2中京2） 第6日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （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
1：19．6
1：19．0

良
良

12 セ ル フ ィ ー 牝3栗 53
52 ☆岩田 望来�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム B456＋ 21：20．5 47．5�
714 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 416＋101：20．71� 25．1�
47 アングルティール 牝5黒鹿55 	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 B434± 0 〃 クビ 11．5�
59 リレーションシップ 牡3鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 21：20．8
 4．9�
35 ル ク ル ト 牡3鹿 55

54 ☆斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 442－101：21．22� 100．5	

510 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 53 和田 竜二北山 敏
氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：21．3クビ 15．2�
36 � トリンカデイラ 牝3栗 53 吉田 隼人ゴドルフィン 	島 一歩 愛 Diomed Blood-

stock Ltd 440＋ 6 〃 ハナ 40．2�
11 ミ ア グ ア 牝5青鹿55 酒井 学五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 464＋14 〃 ハナ 41．8
611 フェアレストアイル 牝3鹿 53 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 442－ 8 〃 クビ 5．7�
48 トーホウラデン 牡3黒鹿55 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494－ 41：21．4クビ 10．4�
817 ムーンライト 牝3青 53 武 豊石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 464＋161：21．5
 4．7�
23 スズカメジャー 牡6鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496－ 81：21．71 15．4�
713 ノーセキュリティ 牡3鹿 55 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 492－ 6 〃 ハナ 34．9�
612 バトルカグヤ 牝3鹿 53

50 ▲泉谷 楓真宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 462＋ 41：21．8� 44．3�
715 ディヴィナシオン 牡3黒鹿55 北村 友一一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 432－16 〃 クビ 34．6�
818 プティシュシュ 牝3青鹿 53

52 ☆団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 448＋ 41：21．9クビ 8．9�
24 ロードスパイダー 4鹿 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B456－141：22．75 36．2�
816 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 松山 弘平服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 518± 0 〃 ハナ 71．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 58，338，000円 複勝： 103，388，400円 枠連： 26，849，200円
馬連： 105，678，800円 馬単： 39，862，700円 ワイド： 107，154，000円
3連複： 184，085，000円 3連単： 163，919，300円 計： 789，275，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 1，290円 � 600円 � 320円 枠 連（1－7） 9，650円

馬 連 �� 82，390円 馬 単 �� 98，340円

ワ イ ド �� 18，870円 �� 7，710円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 198，650円 3 連 単 ��� 1，980，690円

票 数

単勝票数 計 583380 的中 � 9807（16番人気）
複勝票数 計1033884 的中 � 19208（16番人気）� 44173（9番人気）� 94862（5番人気）
枠連票数 計 268492 的中 （1－7） 2156（29番人気）
馬連票数 計1056788 的中 �� 994（139番人気）
馬単票数 計 398627 的中 �� 304（237番人気）
ワイド票数 計1071540 的中 �� 1454（131番人気）�� 3579（89番人気）�� 8597（33番人気）
3連複票数 計1840850 的中 ��� 695（501番人気）
3連単票数 計1639193 的中 ��� 60（3782番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．8―45．5―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 18，12，10（9，11）（1，2）4，6，14，3，7，17，16，5，13，8－15 4 18，12（10，9）（1，2，11）（6，4）14（7，3）（5，17）（8，16）13－15

勝馬の
紹 介

セ ル フ ィ ー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Lion Heart デビュー 2019．7．28 札幌7着

2017．3．24生 牝3栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 11戦2勝 賞金 25，000，000円
〔制裁〕 プティシュシュ号の騎手団野大成は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・10番）

ミズリーナ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



26069 9月26日 曇 稍重 （2中京2） 第6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（500万円以下）；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

33 デュアリスト 牡2栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：23．6レコード 4．7�
44 レッドソルダード 牡2黒鹿54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：24．77 3．2�
89 ミスズグランドオー 牡2栗 54 C．ルメール 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋ 81：24．8� 5．3�
22 ミコブラック 牝2青鹿54 �島 克駿古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 478＋161：25．22� 18．4�
66 ア ル ナ ー ジ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 466－101：25．51� 40．2	
11 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 456＋ 2 〃 アタマ 69．5

77 テイエムマジック 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 498＋ 41：25．92� 3．4�
88 フォルセティ 牡2黒鹿54 大野 拓弥前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 21：26．43 15．0�
55 スイートアリエス 牝2鹿 54 柴山 雄一前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 456－ 41：26．71	 35．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 72，719，800円 複勝： 77，289，300円 枠連： 11，600，600円
馬連： 91，944，800円 馬単： 47，469，500円 ワイド： 68，427，600円
3連複： 128，707，100円 3連単： 222，883，600円 計： 721，042，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 300円 �� 380円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，540円

票 数

単勝票数 計 727198 的中 � 127981（3番人気）
複勝票数 計 772893 的中 � 128341（3番人気）� 184321（2番人気）� 115494（4番人気）
枠連票数 計 116006 的中 （3－4） 11731（5番人気）
馬連票数 計 919448 的中 �� 98043（3番人気）
馬単票数 計 474695 的中 �� 23323（6番人気）
ワイド票数 計 684276 的中 �� 60746（3番人気）�� 44531（6番人気）�� 53777（4番人気）
3連複票数 計1287071 的中 ��� 96412（3番人気）
3連単票数 計2228836 的中 ��� 29152（18番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．0―12．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．0―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアリスト �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 End Sweep デビュー 2020．7．4 阪神1着

2018．5．15生 牡2栗 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 2戦2勝 賞金 17，296，000円

26070 9月26日 曇 良 （2中京2） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・左）
牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

88 ソフトフルート 牝3黒鹿52 川田 将雅ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 42：00．0 2．2�

33 ダンツイノーバ 牝3栗 52 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 450＋ 22：00．74 3．9�
66 � カ サ ー レ 牝5青鹿55 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 442＋ 42：00．8	 115．6�
89 ハギノカエラ 牝7栗 55 斎藤 新安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 430－ 2 〃 ハナ 56．0�
77 レッドルーヴル 牝4黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462－ 22：01．0� 6．9�
55 コ パ カ テ ィ 牝4鹿 55 藤岡 康太 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 13．4

11 � ディライトプロミス 牝5鹿 55 岩田 望来 	キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 480＋ 82：01．31� 38．3�

44 ゲンティアナ 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436－ 82：01．62 14．8�
22 シャドウアイランド 牝5鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 454－ 62：02．02	 4．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，121，900円 複勝： 77，936，600円 枠連： 13，522，400円
馬連： 104，598，700円 馬単： 53，672，500円 ワイド： 73，475，700円
3連複： 139，273，700円 3連単： 250，830，500円 計： 776，432，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 1，540円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，910円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 10，930円 3 連 単 ��� 29，700円

票 数

単勝票数 計 631219 的中 � 226686（1番人気）
複勝票数 計 779366 的中 � 221226（1番人気）� 147492（2番人気）� 7347（9番人気）
枠連票数 計 135224 的中 （3－8） 28786（1番人気）
馬連票数 計1045987 的中 �� 177016（1番人気）
馬単票数 計 536725 的中 �� 56331（1番人気）
ワイド票数 計 734757 的中 �� 97303（1番人気）�� 4246（28番人気）�� 2769（30番人気）
3連複票数 計1392737 的中 ��� 9552（31番人気）
3連単票数 計2508305 的中 ��� 6121（103番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．5―12．4―12．1―11．8―11．6―11．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．3―49．7―1：01．8―1：13．6―1：25．2―1：36．7―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソフトフルート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．10．13 京都4着

2017．3．8生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 9戦3勝 賞金 39，142，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26071 9月26日 晴 良 （2中京2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

ながしの

長篠ステークス
発走15時35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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 カ レ ン モ エ 牝4芦 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 21：08．1 2．1�
48 メイショウミモザ 牝3芦 53 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 440－121：08．31� 9．1�
612 シャンデリアムーン 牝4鹿 55 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 476± 01：08．72	 21．2�
59 グッドジュエリー 牝5芦 55 幸 英明長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 464± 0 〃 クビ 47．8�
35 レジーナドーロ 牝5栗 55 C．ルメール �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B458＋ 21：08．8クビ 12．5�
510
 ファストフォース 牡4黒鹿57 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 532＋14 〃 クビ 4．4	
714 ハーフバック 牝4黒鹿55 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 468＋ 21：08．9	 16．6

818 ダイトウキョウ 牡8鹿 57 坂井 瑠星市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466－ 2 〃 クビ 195．7�
23 ナーゲルリング 牝4黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 482＋ 81：09．0クビ 290．5
611
 シルヴェーヌ 牝5鹿 55 大野 拓弥西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 462＋ 2 〃 クビ 136．4�
36 ジョーアラビカ 牡6芦 57 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 496± 01：09．1クビ 13．6�
713 セプタリアン �4鹿 57 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 14．5�
47 クラウンルシフェル 牡9栗 57 川島 信二�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486＋ 21：09．2	 467．0�
715 ショウナンタイガ 牡4鹿 57 団野 大成国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 486＋ 61：09．3クビ 73．8�
11 クインズチャパラ 牝5鹿 55 藤岡 康太亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 462－ 8 〃 クビ 73．4�
816 メイショウカリン 牝6鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 498－ 81：09．51� 36．1�
817 ブリッツアウェイ 牝4黒鹿55 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋ 61：09．82 80．3�
12 カレングロリアーレ 牡4鹿 57 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 454± 01：10．22 47．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 118，039，400円 複勝： 169，976，400円 枠連： 63，387，100円
馬連： 298，321，800円 馬単： 127，569，300円 ワイド： 218，387，600円
3連複： 535，308，900円 3連単： 611，466，000円 計： 2，142，456，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 270円 � 490円 枠 連（2－4） 910円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 420円 �� 750円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計1180394 的中 � 436934（1番人気）
複勝票数 計1699764 的中 � 519459（1番人気）� 133501（4番人気）� 63264（8番人気）
枠連票数 計 633871 的中 （2－4） 53737（4番人気）
馬連票数 計2983218 的中 �� 268630（2番人気）
馬単票数 計1275693 的中 �� 82544（2番人気）
ワイド票数 計2183876 的中 �� 143279（2番人気）�� 74031（7番人気）�� 24435（24番人気）
3連複票数 計5353089 的中 ��� 101932（10番人気）
3連単票数 計6114660 的中 ��� 40309（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．9―11．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．3―33．2―44．5―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ ン モ エ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．2．10 小倉1着

2016．2．3生 牝4芦 母 カレンチャン 母母 スプリングチケット 8戦4勝 賞金 61，755，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アダムバローズ号・ショウナンマッシブ号・スターリーステージ号・ナンヨーアミーコ号・ビアイ号・

ヤマニンペダラーダ号・ロードアクア号

26072 9月26日 晴 稍重 （2中京2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 11，000，000円 3，600，000
3，600，000

円
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

58 ペ ガ サ ス 牡4青鹿57 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B450－ 81：51．8 5．4�
23 ラブリーイレブン 牝5栗 55 秋山真一郎吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 452－ 2 〃 クビ 19．3�
59 � セ ラ ン 牝3黒鹿52 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC 492± 0 〃 同着 2．4�
713 アドマイヤビーナス 牝4栗 55 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：52．12 7．3�
11 アシャカリブラ 牡6黒鹿 57

56 ☆団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B536＋ 21：52．31	 21．2�
22 モダスオペランディ 牡4鹿 57 松山 弘平ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 21：52．5
 6．4�
815 キングフォルテ 牡5鹿 57

54 ▲泉谷 楓真平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 522－ 6 〃 ハナ 43．8	
46 レッドゼノン 牡6黒鹿 57

56 ☆富田 暁 
東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 470± 0 〃 クビ 56．6�
47 � フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 坂井 瑠星佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 488＋101：52．6� 34．4�
35 � リ ョ ウ ガ 3芦 54 大野 拓弥ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 456－ 8 〃 ハナ 17．7
34 � リーガルマインド 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 464－ 21：52．7� 18．6�
712� スエルテミノル 牝6鹿 55 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：53．44 54．4�
611 アスターストーリー 牝6鹿 55 小崎 綾也加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 472＋ 81：53．82� 132．1�
814� シゲルルビー 牝4黒鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500－ 21：54．12 149．6�
610� アランブレラ 牡5栗 57

56 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B536－101：57．0大差 18．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 69，957，600円 複勝： 107，858，800円 枠連： 35，966，300円
馬連： 151，404，300円 馬単： 64，845，100円 ワイド： 130，081，800円
3連複： 257，385，400円 3連単： 294，785，600円 計： 1，112，284，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 �
�

310円
130円 枠 連（2－5）（5－5）

230円
270円

馬 連 ��
��

1，860円
330円 馬 単 ��

��
3，400円
800円

ワ イ ド ��
��

1，150円
290円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ���
���

11，260円
6，010円

票 数

単勝票数 計 699576 的中 � 102710（2番人気）
複勝票数 計1078588 的中 � 173147（2番人気）� 63790（5番人気）� 273822（1番人気）
枠連票数 計 359663 的中 （2－5） 61840（1番人気）（5－5） 49655（2番人気）
馬連票数 計1514043 的中 �� 27910（13番人気）�� 196936（1番人気）
馬単票数 計 648451 的中 �� 6873（20番人気）�� 31484（4番人気）
ワイド票数 計1300818 的中 �� 26569（13番人気）�� 132227（1番人気）�� 35956（6番人気）
3連複票数 計2573854 的中 ��� 64150（4番人気）
3連単票数 計2947856 的中 ��� 9457（54番人気）��� 17816（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．6―48．9―1：00．9―1：13．1―1：25．9―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペ ガ サ ス �
�
父 キモンノカシワ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．2．9 京都1着

2016．3．10生 牡4青鹿 母 ベルモントアイリス 母母 ホープフェアリー 15戦3勝 賞金 53，802，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アランブレラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月26日まで平地競走

に出走できない。



（2中京2）第6日 9月26日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

202，250，000円
5，570，000円
28，430，000円
1，150，000円
22，390，000円
68，361，500円
4，317，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
678，608，900円
992，896，600円
222，470，300円
1，136，289，500円
532，816，200円
952，239，000円
1，843，125，700円
2，331，766，200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 8，690，212，400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6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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