
2608510月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第1競走 ��
��1，400�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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

24 プレジールミノル 牡2栗 55
53 △亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488± 01：25．3 5．6�

11 メディーヴァル 牡2鹿 55 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 448－ 2 〃 アタマ 4．9�
48 ベリエドール 牡2栗 55 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 61：25．62 4．6�
12 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 462＋ 21：25．7クビ 8．9�
815 スウィープザボード 牡2芦 55 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 454＋ 81：25．8� 13．1�
47 ウェルドーン 牝2鹿 54 吉田 隼人安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 514± 0 〃 クビ 21．5	
36 スマートパルフェ 牝2黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 石坂 正 新ひだか グランド牧場 428－181：26．54 242．5

35 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 486－ 21：26．71� 58．4�
611 ラ ル フ 牡2栗 55 太宰 啓介�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 484＋ 2 〃 ハナ 13．0
612 クライマックス 牡2栗 55 酒井 学 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：27．12� 40．6�
713 リ ナ ー シ ェ 牝2鹿 54 柴山 雄一広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 414± 01：27．42 28．1�
510 ニシノレガシー 牡2青鹿55 藤岡 佑介西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 516＋ 81：27．5� 34．8�
714 ドルチェヴィータ 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 434＋ 41：27．6	 116．5�
23 ア カ ヒ ゲ 牡2栗 55

54 ☆富田 暁佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 桑田フアーム 440＋ 41：28．77 188．7�
816 スターリーソング 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 426＋ 81：29．01� 237．5�
59 テーオードナテロ 牡2青鹿55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 木村 秀則 464－ 21：29．64 6．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，450，700円 複勝： 63，578，000円 枠連： 11，639，900円
馬連： 62，074，300円 馬単： 25，880，600円 ワイド： 61，255，500円
3連複： 105，554，900円 3連単： 96，462，900円 計： 465，896，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 440円 �� 470円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 11，400円

票 数

単勝票数 計 394507 的中 � 59417（3番人気）
複勝票数 計 635780 的中 � 116664（2番人気）� 117198（1番人気）� 96140（3番人気）
枠連票数 計 116399 的中 （1－2） 12578（2番人気）
馬連票数 計 620743 的中 �� 38738（3番人気）
馬単票数 計 258806 的中 �� 7512（6番人気）
ワイド票数 計 612555 的中 �� 35813（1番人気）�� 33098（2番人気）�� 28794（3番人気）
3連複票数 計1055549 的中 ��� 40723（1番人気）
3連単票数 計 964629 的中 ��� 6131（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．3―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．1―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレジールミノル �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．6．7 阪神12着

2018．4．6生 牡2栗 母 セブンシークィーン 母母 ダンツプリンセス 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオードナテロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月3日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ニホンピロメドウ号・ビーアップ号・リーヴルネッサンス号

2608610月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時25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
1：33．1
1：32．3

良
良

89 ス パ ー ク ル 牝2鹿 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476－ 41：34．3 2．2�
78 ジェラルディーナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 81：34．51� 3．7�
77 トーカイキング 牡2栗 55 �島 克駿田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 438＋ 41：34．92	 30．7�
22 デマントイド 牝2鹿 54

52 △亀田 温心吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 426＋ 41：35．11	 68．4�
66 トーホウディアス 牡2栗 55 国分 優作東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 430± 0 〃 アタマ 42．9	
33 メイショウハナモモ 牝2鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 442± 01：35．31� 9．0

11 マ ー レ ッ ト 牡2鹿 55 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 430－ 21：35．4クビ 56．7�
55 チ カ リ ヨ ン 牝2鹿 54 C．ルメール 松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：36．46 3．9�
44 マイネルジャッカル 牡2鹿 55 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 清水 小野瀬 竜馬 456＋ 61：36．72 99．9
810 メイショウサロベツ 牡2鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 486＋ 81：37．12	 421．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，025，800円 複勝： 52，855，800円 枠連： 6，182，200円
馬連： 45，059，300円 馬単： 28，611，000円 ワイド： 39，874，200円
3連複： 74，572，900円 3連単： 139，285，200円 計： 425，466，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 300円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 790円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 390258 的中 � 148354（1番人気）
複勝票数 計 528558 的中 � 217879（1番人気）� 114476（2番人気）� 20899（5番人気）
枠連票数 計 61822 的中 （7－8） 16884（1番人気）
馬連票数 計 450593 的中 �� 117271（1番人気）
馬単票数 計 286110 的中 �� 45817（1番人気）
ワイド票数 計 398742 的中 �� 81244（1番人気）�� 10719（8番人気）�� 8699（10番人気）
3連複票数 計 745729 的中 ��� 26620（5番人気）
3連単票数 計1392852 的中 ��� 19240（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．4―46．9―58．6―1：10．3―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．7

3 ・（4，5）－8，9（7，6，3）1（2，10）
2
4

・（4，5，8）（7，6）（1，3）9－（2，10）・（4，5）－（9，8）（7，6，3）（1，2）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス パ ー ク ル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．12 中京2着

2018．2．24生 牝2鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 2戦1勝 賞金 7，900，000円

第２回 中京競馬 第８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



2608710月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第3競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時55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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

714 ミエノワールド 牡3黒鹿55 川島 信二里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502＋121：11．2 2．7�
47 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 488＋ 41：12．26 4．2�
35 タイガーサイレンス 牡3青鹿55 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 444± 01：12．3� 150．8�
816 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 506－ 81：12．4� 2．7�
815 シンゼンブースター �4栗 57 中井 裕二原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488± 0 〃 ハナ 26．6�
12 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± 01：12．61 11．6	
59 シ ョ ウ ブ 牡4鹿 57 国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋10 〃 ハナ 33．5

510 ストームガスト 牡4黒鹿57 松山 弘平�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 456－ 4 〃 クビ 36．7�
11 ロードラナキラ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 464－ 21：12．8� 22．8�
611	 リボンナイト 牡6鹿 57

56 ☆団野 大成吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 442－ 6 〃 クビ 145．2
48 メイショウカッサイ 牡3栗 55

54 ☆岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 448－ 61：13．01 31．2�
23 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± 0 〃 ハナ 175．1�
36 ニシノダンテ 牡5青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 496－ 21：13．1� 223．6�
612 ミヤラビランド 牝6鹿 55 古川 吉洋石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 486＋161：13．31
 326．1�
24 ウォーターウキウキ 牝3青鹿53 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 462＋ 61：13．4� 202．5�

（15頭）
713 クリノイコライザー 牡3栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 466－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，090，800円 複勝： 52，412，300円 枠連： 11，650，100円
馬連： 55，053，900円 馬単： 27，923，300円 ワイド： 52，059，200円
3連複： 84，204，500円 3連単： 93，755，100円 計： 422，149，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 160円 � 2，080円 枠 連（4－7） 570円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，140円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 21，610円 3 連 単 ��� 57，400円

票 数

単勝票数 差引計 450908（返還計 31074） 的中 � 132621（1番人気）
複勝票数 差引計 524123（返還計 27732） 的中 � 107821（2番人気）� 95786（3番人気）� 4203（12番人気）
枠連票数 差引計 116501（返還計 5429） 的中 （4－7） 15639（3番人気）
馬連票数 差引計 550539（返還計 85922） 的中 �� 63249（3番人気）
馬単票数 差引計 279233（返還計 43200） 的中 �� 22783（2番人気）
ワイド票数 差引計 520592（返還計 79045） 的中 �� 40330（3番人気）�� 2425（34番人気）�� 2037（39番人気）
3連複票数 差引計 842045（返還計215567） 的中 ��� 2922（58番人気）
3連単票数 差引計 937551（返還計239627） 的中 ��� 1184（157番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．4―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（14，16）（8，11，10）（7，6）（1，9）（3，4）5（2，12）15 4 14，16（8，10）（7，6）（11，9）1（3，4）5（2，15，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノワールド �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．7．26 札幌1着

2017．3．29生 牡3黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 2戦2勝 賞金 12，700，000円
〔競走除外〕 クリノイコライザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ミエノワールド号の騎手川島信二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ロードラナキラ号の騎手川須栄彦は，3コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノイコライザー号は，令和2年10月4日から令和2年11月2日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ソウルユニバンス号・ディーズローリエ号

2608810月3日 曇 良 （2中京2） 第8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

611 ハンディーズピーク 牡2鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496 ―1：53．9レコード 14．6�

24 ショウナンアーチー 牡2鹿 55 C．ルメール 国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 496 ―1：54．32� 11．3�
815 フルヴォート 牡2鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494 ―1：54．51� 1．8�
47 � パラディズム 牡2鹿 55 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Elevage
II, LLC 484 ―1：55．03 5．6�

35 クリノクラール 牡2鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 494 ―1：55．74 89．3	
816 リファインドマナー 牝2鹿 54 横山 典弘髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452 ―1：56．02 26．6

23 � ア ク イ ー ル 牝2栗 54 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 454 ―1：56．31� 15．3�
714 スペシャルサンデー 牡2鹿 55 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 466 ―1：57．68 18．5�
59 トーホウバロン 牡2黒鹿55 吉田 隼人東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 474 ―1：57．81	 106．5
713 ナ ム ラ テ ス 牝2栗 54

53 ☆岩田 望来奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 500 ―1：57．9
 54．6�
510 ア リ ー ヴ ォ 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 480 ―1：58．11	 20．2�
11 モジダスクルーゼス 牡2鹿 55 浜中 俊二口 雅一氏 吉田 直弘 浦河 小葉松 幸雄 502 ―1：58．2
 93．9�
36 ユウファースト 牡2黒鹿55 岩田 康誠�アイテツ 新谷 功一 浦河 丸村村下

ファーム 460 ―1：59．26 101．3�
12 コパノフレディー 牡2栗 55

53 △亀田 温心小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 470 ―2：00．58 199．2�
612 キオネヴェリテ 牝2芦 54 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526 ―2：02．3大差 29．1�
48 タマモプリズム 牝2鹿 54 長岡 禎仁タマモ� 高橋 亮 日高 スマイルファーム 456 ―2：05．3大差 144．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，242，600円 複勝： 43，704，000円 枠連： 11，391，100円
馬連： 45，978，700円 馬単： 25，692，000円 ワイド： 47，288，100円
3連複： 74，471，900円 3連単： 84，593，300円 計： 377，361，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 280円 � 220円 � 120円 枠 連（2－6） 1，720円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 45，760円

票 数

単勝票数 計 442426 的中 � 25465（4番人気）
複勝票数 計 437040 的中 � 29434（5番人気）� 41132（3番人気）� 138893（1番人気）
枠連票数 計 113911 的中 （2－6） 5115（7番人気）
馬連票数 計 459787 的中 �� 5423（18番人気）
馬単票数 計 256920 的中 �� 1392（37番人気）
ワイド票数 計 472881 的中 �� 7408（17番人気）�� 27241（3番人気）�� 27451（2番人気）
3連複票数 計 744719 的中 ��� 18242（6番人気）
3連単票数 計 845933 的中 ��� 1340（132番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．5―13．3―12．6―12．7―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．7―51．0―1：03．6―1：16．3―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
・（7，11）15（5，6，14）4（1，8）16，10，13，9，3，2＝12・（7，11，15）14（5，6，4）－1（13，10）（3，9）（8，16）＝2－12

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

勝馬の
紹 介

ハンディーズピーク �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．3．22生 牡2鹿 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔その他〕 コパノフレディー号・キオネヴェリテ号・タマモプリズム号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーよる出走

制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディープギンガ号



2608910月3日 曇 良 （2中京2） 第8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
2：01．2
1：58．9

良
良

33 クインズラベンダー 牝2黒鹿54 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 470 ―2：00．6レコード 3．0�
45 テ ン カ ハ ル 牡2栗 55 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476 ―2：01．02� 3．8�
69 カラレーション 牝2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 420 ―2：01．1� 9．7�
57 ミッキートレーゼ 牡2鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B484 ―2：01．95 19．6�
46 エアーズロック 牡2鹿 55 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 458 ― 〃 クビ 12．8	
22 カフジアスール 牡2鹿 55

54 ☆岩田 望来加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 462 ―2：02．64 178．8

11 オ ー ベ ロ ン 牡2黒鹿55 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 482 ―2：02．92 31．0�
58 タ ガ ノ ペ カ 牝2鹿 54 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498 ―2：03．21� 10．7�
711 メイショウテイダー 牡2芦 55 岩田 康誠松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 太陽牧場 470 ―2：03．83� 5．2
610 マーシャルロー 牝2鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 390 ―2：03．9クビ 125．8�
813 クレイジーエックス 牡2青鹿 55

54 ☆団野 大成深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 452 ―2：04．53� 53．4�
34 マイネルキャラバン 牡2鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 稲葉牧場 484 ―2：05．13� 51．1�
712 トーホウバッカス 牡2青鹿55 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 新冠 秋田牧場 508 ―2：05．2� 208．5�

（13頭）
814 オスタークラング 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，365，700円 複勝： 47，130，800円 枠連： 10，098，300円
馬連： 51，831，800円 馬単： 25，004，300円 ワイド： 44，555，900円
3連複： 72，064，000円 3連単： 86，672，700円 計： 381，723，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 260円 �� 460円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 差引計 443657（返還計 7658） 的中 � 119079（1番人気）
複勝票数 差引計 471308（返還計 7591） 的中 � 110276（1番人気）� 93932（2番人気）� 44620（4番人気）
枠連票数 差引計 100983（返還計 122） 的中 （3－4） 19370（1番人気）
馬連票数 差引計 518318（返還計 16728） 的中 �� 78632（1番人気）
馬単票数 差引計 250043（返還計 8119） 的中 �� 17109（1番人気）
ワイド票数 差引計 445559（返還計 15135） 的中 �� 49022（1番人気）�� 23658（4番人気）�� 18453（7番人気）
3連複票数 差引計 720640（返還計 42469） 的中 ��� 37026（2番人気）
3連単票数 差引計 866727（返還計 45799） 的中 ��� 12736（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．4―49．1―1：01．7―1：13．7―1：25．7―1：37．0―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズラベンダー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 In Excess 初出走

2018．3．12生 牝2黒鹿 母 ジャストトゥートゥー 母母 Marsh Grass 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 オスタークラング号は，装鞍所で疾病〔疝痛〕を発症したため競走除外。

2609010月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

815 マテンロウスパーク 牡3黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 498－ 61：52．3 3．0�
46 スコルピウス �4黒鹿57 C．ルメール 飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470± 0 〃 クビ 6．1�
22 	 サ タ ー ン 牡4鹿 57 浜中 俊石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 492－ 21：52．83 7．6�
11 リトルクレバー 牡3鹿 55 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 458＋101：52．9
 4．7�
611 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿55 岩田 康誠大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 480＋ 41：53．22 11．3�
35 マテラサンオウ 牡4黒鹿57 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 440± 01：53．3
 14．4�
814 イルミネーター 牡3鹿 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 476－121：53．62 54．5	
610 ヤマニンスプレモ 牡4青鹿57 城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 480＋101：53．81 62．1

23 ロードセッション 牡3鹿 55

54 ☆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 494－ 2 〃 クビ 18．2�
712 キースローガン 牡3栗 55 松山 弘平北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 478＋ 61：54．01
 20．8
34 スズカハイライト 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 454－ 81：54．32 270．1�
713 エイユージャッカル 牡3黒鹿55 国分 恭介笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 478－ 8 〃 アタマ 117．1�
47 	 バーゲニングパワー 牡3黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真前田 幸治氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 442－ 41：54．51 587．8�
58 トゥルブレンシア 牡3栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 456＋ 21：54．71 9．6�
59 ライチェフェイス 牡3鹿 55 藤井勘一郎 STレーシング 新谷 功一 日高 メイプルファーム 446± 01：55．33
 245．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，306，500円 複勝： 72，043，600円 枠連： 10，484，900円
馬連： 71，946，300円 馬単： 29，364，000円 ワイド： 66，978，800円
3連複： 111，250，000円 3連単： 110，435，900円 計： 521，810，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 180円 � 240円 枠 連（4－8） 1，050円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 470円 �� 920円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 493065 的中 � 129745（1番人気）
複勝票数 計 720436 的中 � 132923（1番人気）� 107456（3番人気）� 67773（5番人気）
枠連票数 計 104849 的中 （4－8） 7704（3番人気）
馬連票数 計 719463 的中 �� 52239（2番人気）
馬単票数 計 293640 的中 �� 13590（2番人気）
ワイド票数 計 669788 的中 �� 38662（4番人気）�� 18254（9番人気）�� 15751（17番人気）
3連複票数 計1112500 的中 ��� 20625（10番人気）
3連単票数 計1104359 的中 ��� 5330（25番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―13．0―12．8―12．3―12．7―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．8―50．6―1：02．9―1：15．6―1：27．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3
6，12，2，14，15，10－1，8，5，3，13－（11，9）－7，4・（6，12）15（2，14，8）（10，1）5，3（11，13）9，7－4

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

勝馬の
紹 介

マテンロウスパーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．4．3生 牡3黒鹿 母 ア ル シ ッ ペ 母母 Smolensk 9戦2勝 賞金 22，060，000円
〔制裁〕 マテンロウスパーク号の騎手横山典弘は，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30，000円。（被害馬：12

番）



2609110月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：32．3
1：30．3

良
良

811 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 492＋ 21：33．7 3．1�
812 クロワドフェール 牝3鹿 53

52 ☆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 470＋221：33．91� 7．8�
710 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± 0 〃 クビ 5．2�
44 ディキシークイーン 牝3鹿 53 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 478± 01：34．0クビ 7．5�
68 エールヴィオレ 牝3栗 53

52 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 446＋ 61：34．21� 28．0�
79 ブラックヒューマー 牝3黒鹿53 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：34．41� 24．9	
67 ブラックバッジ 牡4鹿 57 藤岡 康太市川 義美氏 武 幸四郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 490－ 4 〃 アタマ 75．5

33 バトーデュシエル 牝3鹿 53 北村 友一山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 482＋16 〃 クビ 10．1�
56 マイレリーフ 牝3鹿 53 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436－ 21：34．5
 150．7�
55 ク レ デ ン ザ 牝3芦 53 川田 将雅G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 448＋ 41：34．82 3．7�
11 トーアライジン 牡7芦 57 松山 弘平高山ランド 村山 明 豊浦トーア牧場 B506＋ 21：34．9� 110．5�
22 メイショウクライム �4鹿 57 島 克駿松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム B452＋141：39．6大差 93．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，403，000円 複勝： 59，962，900円 枠連： 8，929，200円
馬連： 65，562，100円 馬単： 30，606，300円 ワイド： 54，279，400円
3連複： 94，825，200円 3連単： 123，299，900円 計： 480，868，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 260円 � 140円 枠 連（8－8） 1，340円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 480円 �� 230円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 434030 的中 � 111769（1番人気）
複勝票数 計 599629 的中 � 152130（1番人気）� 41491（5番人気）� 114789（3番人気）
枠連票数 計 89292 的中 （8－8） 5145（6番人気）
馬連票数 計 655621 的中 �� 38229（5番人気）
馬単票数 計 306063 的中 �� 10062（7番人気）
ワイド票数 計 542794 的中 �� 27453（5番人気）�� 69269（1番人気）�� 14592（11番人気）
3連複票数 計 948252 的中 ��� 39136（5番人気）
3連単票数 計1232999 的中 ��� 11003（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．8―46．7―58．7―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

3 11（9，5）（4，12）（3，7，8）（2，10）6，1
2
4

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

勝馬の
紹 介

ノルカソルカ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．26 京都2着

2017．2．18生 牡3栗 母 ワイドロータス 母母 ボートルサンテ 11戦2勝 賞金 28，370，000円
〔その他〕 メイショウクライム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウクライム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年11月3日まで出走できない。

2609210月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第8競走 ��
��1，900�3歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：55．9
1：53．7

重
不良

714� ウインフォルティス 牡5鹿 57 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 21：58．5 21．5�
611 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 488＋ 6 〃 ハナ 29．6�
713 タガノビューティー 牡3鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 21：58．6
 1．7�
47 マリオマッハー 牡3芦 55 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 444± 0 〃 クビ 18．0�
23 キタサンヴィクター 牡5鹿 57 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 518＋ 41：58．91� 40．6	
612 マカオンブラン 牡3鹿 55 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498＋ 81：59．0
 37．0

24 マンハッタンロック 牡6鹿 57

55 △亀田 温心 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－121：59．21 81．0�

11 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 57
56 ☆団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B512＋ 41：59．94 132．5�
48 ミステリオーソ 牡3黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 482＋12 〃 ハナ 4．0
12 アジャストザルート 牡3鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 クビ 8．6�
815 ザプラウドワンズ 	4鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 478－ 82：00．0クビ 118．3�
59 スズカデレヤ 牡3青鹿55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 508－ 4 〃 ハナ 16．4�
35 スピンドクター 	5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478＋ 22：00．21 56．5�
816 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 500＋ 42：00．3
 69．0�
510 レオステップアップ 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 506＋ 8 〃 ハナ 157．0�
36 クリノカポネ 	5鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 42：00．4� 104．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，713，400円 複勝： 94，765，200円 枠連： 16，404，700円
馬連： 80，521，100円 馬単： 42，705，000円 ワイド： 77，550，600円
3連複： 141，785，300円 3連単： 166，556，700円 計： 671，002，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 320円 � 430円 � 110円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 18，920円 馬 単 �� 34，620円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 600円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 96，910円

票 数

単勝票数 計 507134 的中 � 18864（6番人気）
複勝票数 計 947652 的中 � 44679（5番人気）� 31206（7番人気）� 452908（1番人気）
枠連票数 計 164047 的中 （6－7） 16474（3番人気）
馬連票数 計 805211 的中 �� 3298（36番人気）
馬単票数 計 427050 的中 �� 925（66番人気）
ワイド票数 計 775506 的中 �� 5196（34番人気）�� 34706（4番人気）�� 27275（6番人気）
3連複票数 計1417853 的中 ��� 15136（20番人気）
3連単票数 計1665567 的中 ��� 1246（244番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―11．4―12．9―12．8―12．3―12．4―12．7―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．1―43．0―55．8―1：08．1―1：20．5―1：33．2―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
12，2（3，11）（8，10）14，13－9（4，16）5，7，1（6，15）・（12，2）11（3，13）（14，8）（10，9）4（16，7）（1，6，5）－15

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

勝馬の
紹 介

�ウインフォルティス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ

2015．4．12生 牡5鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 25戦2勝 賞金 44，650，000円
初出走 JRA



2609310月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

55 ポールネイロン 牝2鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 21：21．1レコード 1．7�

77 フ ラ リ オ ナ 牝2青鹿54 吉田 隼人大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 クビ 16．5�
33 ヴェールクレール 牝2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468－ 21：21．2	 3．6�
44 ル ク シ オ ン 牝2黒鹿54 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 熊本 ストームファーム
コーポレーション 422－ 41：21．62	 16．4�

88 エイボンクリフ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 422± 01：22．34 7．6	
22 ピースダンス 牝2黒鹿54 松若 風馬中平 和宏氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 406＋ 41：22．51	 203．8

66 ハイプリーステス 牝2芦 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 412＋ 41：22．81
 49．6�
11 � コウエイブレイヴ 牡2鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 森 秀行 米 Jack Owens &

Barbara Owens 474－ 21：23．01 20．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 66，387，600円 複勝： 132，894，700円 枠連： 発売なし
馬連： 76，829，900円 馬単： 52，280，900円 ワイド： 54，070，100円
3連複： 100，525，800円 3連単： 283，305，200円 計： 766，294，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 360円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 663876 的中 � 328704（1番人気）
複勝票数 計1328947 的中 � 947562（1番人気）� 41862（6番人気）� 149229（2番人気）
馬連票数 計 768299 的中 �� 72787（3番人気）
馬単票数 計 522809 的中 �� 38315（4番人気）
ワイド票数 計 540701 的中 �� 40907（4番人気）�� 126625（1番人気）�� 30486（6番人気）
3連複票数 計1005258 的中 ��� 132836（2番人気）
3連単票数 計2833052 的中 ��� 89491（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．7―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．9―57．5―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポールネイロン 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 Dansili デビュー 2020．9．12 中京1着

2018．4．27生 牝2鹿 母 イングランドローズ 母母 Ventura Highway 2戦2勝 賞金 23，182，000円

2609410月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第10競走 ��
��2，000�

せきがはら

関ケ原ステークス
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

78 ショウナンバルディ 牡4黒鹿57 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 440± 02：01．4 11．7�
22 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 55 C．ルメール �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 62：01．5� 4．0�
55 ラクローチェ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 482＋ 82：01．6クビ 50．2�
67 マイネルウィルトス 牡4黒鹿57 国分 優作 �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 468－ 6 〃 クビ 16．4�
11 シャフトオブライト 牡5栗 57 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454± 02：01．81	 14．3	
33 レッドベルディエス 牝4鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 7．2

66 フィールインラヴ 
5黒鹿57 岩田 望来大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 450－ 82：01．9クビ 204．0�
811 ショウリュウイクゾ 牡4栗 57 川田 将雅上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B502＋ 42：02．0� 2．2�
810 ニューポート 牡4黒鹿57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 24．8
44 ダンスディライト 牡4黒鹿57 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 7．3�
79 ゴールドフラッグ 牡5黒鹿57 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B496± 02：02．42� 132．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 68，689，800円 複勝： 97，124，100円 枠連： 18，146，000円
馬連： 125，765，000円 馬単： 57，601，900円 ワイド： 94，504，100円
3連複： 192，373，100円 3連単： 259，631，100円 計： 913，835，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 370円 � 200円 � 1，080円 枠 連（2－7） 2，760円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 880円 �� 4，250円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 21，850円 3 連 単 ��� 110，460円

票 数

単勝票数 計 686898 的中 � 46955（5番人気）
複勝票数 計 971241 的中 � 65792（7番人気）� 151087（2番人気）� 19444（9番人気）
枠連票数 計 181460 的中 （2－7） 5080（10番人気）
馬連票数 計1257650 的中 �� 38937（10番人気）
馬単票数 計 576019 的中 �� 6891（23番人気）
ワイド票数 計 945041 的中 �� 28894（10番人気）�� 5573（33番人気）�� 8668（30番人気）
3連複票数 計1923731 的中 ��� 6601（60番人気）
3連単票数 計2596311 的中 ��� 1704（310番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―37．5―50．2―1：02．7―1：15．0―1：26．9―1：38．2―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバルディ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．3．24 阪神1着

2016．4．23生 牡4黒鹿 母 バ ノ ヴ ィ ナ 母母 Macedon Lady 14戦4勝 賞金 74，942，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2609510月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第11競走 ��
��1，900�第24回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1．9．28以降2．9．27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

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

815� カフェファラオ 牡3鹿 54 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa 510＋ 21：57．8 1．7�

12 サクラアリュール 牡5栗 54 藤岡 康太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470－ 41：57．9� 40．5�
23 エ イ コ ー ン 牡5鹿 55 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 466－ 21：58．11	 56．3�
59 ダノンスプレンダー 牡4黒鹿55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム B504± 01：58．31� 8．4�
36 メイショウワザシ 牡5栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 534－ 21：58．4� 15．1�
24 ア ル ド ー レ 牡5栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 492－ 2 〃 ハナ 5．2	
48 サンデーウィザード 牡8鹿 56 秋山真一郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：58．5� 182．2

47 エムオーグリッタ 牡6鹿 54 団野 大成大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B500－ 61：58．6クビ 49．4�
611 グレートタイム 牡5黒鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 9．5�
612� テーオーヘリオス 牡8鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 500－ 41：58．8� 181．0
816 ミ ツ バ 牡8鹿 58 岩田 望来�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474－ 11：59．22� 103．3�
714 ナムラアラシ 牡7鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 528－ 61：59．41	 254．6�
713 キメラヴェリテ 牡3黒鹿53 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B540＋ 22：00．88 65．2�
11 ダイシンインディー 牡4栗 54 吉田 隼人大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 538－ 82：01．43� 57．3�
35 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿55 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472± 02：01．72 237．3�
510 ダイメイコリーダ 牡3栗 54 松山 弘平宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 470－212：02．76 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 209，274，100円 複勝： 249，455，800円 枠連： 75，320，700円
馬連： 431，094，500円 馬単： 195，430，500円 ワイド： 347，137，300円
3連複： 820，278，700円 3連単： 1，055，602，600円 計： 3，383，594，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 500円 � 650円 枠 連（1－8） 1，870円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，770円 �� 6，360円

3 連 複 ��� 25，400円 3 連 単 ��� 65，830円

票 数

単勝票数 計2092741 的中 � 943495（1番人気）
複勝票数 計2494558 的中 � 765177（1番人気）� 97760（7番人気）� 72346（9番人気）
枠連票数 計 753207 的中 （1－8） 31097（7番人気）
馬連票数 計4310945 的中 �� 93910（13番人気）
馬単票数 計1954305 的中 �� 36775（12番人気）
ワイド票数 計3471373 的中 �� 73580（14番人気）�� 50708（19番人気）�� 13704（47番人気）
3連複票数 計8202787 的中 ��� 24219（75番人気）
3連単票数 計10556026 的中 ��� 11624（190番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―10．9―13．1―12．8―12．4―13．0―12．7―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．2―29．1―42．2―55．0―1：07．4―1：20．4―1：33．1―1：45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．4
1
3
13－5－（1，10）6（7，16）15，2，11，3，9－12－4，8－14
13（5，10）（1，7，6）（2，16，15）（3，11，14）（9，4）12－8

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

勝馬の
紹 介

�カフェファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．12．14 中山1着

2017．3．3生 牡3鹿 母 Mary’s Follies 母母 Catch the Queen 4戦4勝 賞金 98，449，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 メイショウワザシ号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて令和2年10月17日から令和2年10月25日ま
で騎乗停止。（被害馬：10番）
サクラアリュール号の騎手藤岡康太は，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：5番）

2609610月3日 曇 良 （2中京2） 第8日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：19．6
1：19．0

良
良

714� トリプルエース 牡3青鹿55 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 486－ 21：20．5 2．7�
47 ミッキーバディーラ 牝4鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：20．6	 4．9�
11 アンジュミニョン 牝4鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 464＋ 2 〃 クビ 7．3�
713 ルプリュフォール 
4鹿 57 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488－181：20．81� 8．9�
612 トオヤリトセイト 牡4青鹿57 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 480＋101：21．01 7．8�
817� クリノアリエル 牝5青 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B414－101：21．1	 31．1	
818 シャンドフルール 牝3黒鹿53 島 克駿前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 81：21．2クビ 11．2

24 レッドベレーザ 牝4鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434－ 21：21．51	 22．7�
816 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 61：21．6� 56．8

23 オーパキャマラード 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 502－ 8 〃 クビ 214．5�
611 ウインオルビット 牡5鹿 57 柴山 雄一�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B484－ 8 〃 ハナ 178．1�
35 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿57 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 510＋ 41：21．81� 369．4�
36 ブラックアウト 牡4黒鹿57 国分 恭介 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 482± 0 〃 アタマ 398．0�
510 ルガーサント 牝3青鹿53 和田 竜二�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 434－ 81：22．11� 30．9�
48 メイショウツバキ 牝5黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 460＋ 41：22．2� 221．4�
715 カバジェーロ 牡3鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 81：22．52 49．6�
12 コパノピエール 牡6鹿 57

55 △亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490－ 81：23．03 289．9�
59 オーマイガイ 牡7栗 57 酒井 学廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 474－ 61：23．32 18．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，143，600円 複勝： 113，868，600円 枠連： 34，681，100円
馬連： 153，657，800円 馬単： 62，282，300円 ワイド： 129，709，500円
3連複： 245，599，600円 3連単： 260，730，300円 計： 1，081，672，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 300円 �� 420円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 811436 的中 � 235275（1番人気）
複勝票数 計1138686 的中 � 272924（1番人気）� 202316（2番人気）� 130096（4番人気）
枠連票数 計 346811 的中 （4－7） 43999（1番人気）
馬連票数 計1536578 的中 �� 157580（1番人気）
馬単票数 計 622823 的中 �� 40538（1番人気）
ワイド票数 計1297095 的中 �� 117185（1番人気）�� 77496（3番人気）�� 61802（4番人気）
3連複票数 計2455996 的中 ��� 105995（2番人気）
3連単票数 計2607303 的中 ��� 30476（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―10．7―11．5―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．4―44．9―56．9―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 9（1，2）（10，15）8（5，17）－（6，14）4（11，12）（3，16）18，7＝13 4 9（1，2）（10，8，15）（5，17）（4，14）（6，12）11（3，18，16）7＝13

勝馬の
紹 介

�トリプルエース �
�
父 Shamardal �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2019．6．8 阪神1着

2017．5．12生 牡3青鹿 母 Triple Pirouette 母母 Sha Tha 8戦2勝 賞金 47，642，000円
※ウインオルビット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2中京2）第8日 10月3日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

264，260，000円
5，620，000円
31，790，000円
1，410，000円
31，060，000円
73，284，500円
4，792，500円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
781，093，600円
1，079，795，800円
214，928，200円
1，265，374，700円
603，382，100円
1，069，262，700円
2，117，505，900円
2，760，330，900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 9，891，673，900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8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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