
25025 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

814 アジアノジュンシン 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 456－121：11．6 4．8�

34 エナジーロッソ 牝2鹿 54 横山 武史 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 476＋ 21：11．7� 4．6�
813 ノアヴィグラス 牝2栗 54 内田 博幸佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 458＋ 41：11．91� 3．1�
69 キミョウキテレツ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442± 01：13．510 117．5�
712 サ イ ウ ン 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476－ 21：13．92 47．0�
22 スイーツマジック 牝2鹿 54 北村 宏司 	スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 486－101：14．0� 14．4

58 アイフレンズ 牝2鹿 54 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 432＋ 61：14．21 143．1�
610 コトブキアルニラム 牝2芦 54 江田 照男尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 428－ 41：14．3� 91．5�
57 ロッソネーリ 牝2鹿 54 木幡 初也東海林貴大氏 武市 康男 新ひだか 今 牧場 428－ 81：14．62 92．9
11 タ カ チ ホ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 460－ 21：14．7クビ 91．8�
46 ニシノイルマーレ 牝2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 フクオカファーム 472－ 81：15．55 5．7�
33 ヒマラヤクリス 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小手川 準 新ひだか 坂本 智広 460＋ 61：15．81� 7．6�
711 モリノハンター 牝2芦 54

52 △菅原 明良森 和久氏 大江原 哲 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 41：16．12 87．4�
45 リ コ ネ ク ト 牝2栗 54 嶋田 純次	ミルファーム 南田美知雄 日高 オリオンファーム 434－ 41：16．52� 461．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，200，900円 複勝： 62，638，200円 枠連： 14，368，200円
馬連： 72，911，300円 馬単： 34，969，600円 ワイド： 56，095，200円
3連複： 107，123，300円 3連単： 120，692，800円 計： 513，999，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 380円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 452009 的中 � 77016（3番人気）
複勝票数 計 626382 的中 � 102183（3番人気）� 129189（2番人気）� 147415（1番人気）
枠連票数 計 143682 的中 （3－8） 37145（1番人気）
馬連票数 計 729113 的中 �� 52550（4番人気）
馬単票数 計 349696 的中 �� 15025（5番人気）
ワイド票数 計 560952 的中 �� 34793（5番人気）�� 48580（2番人気）�� 66770（1番人気）
3連複票数 計1071233 的中 ��� 102781（1番人気）
3連単票数 計1206928 的中 ��� 18157（5番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―12．0―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アジアノジュンシン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．7．18 福島4着

2018．3．22生 牝2鹿 母 バトルアンコール 母母 プリンシパルマーゴ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 エナジーロッソ号の騎手横山武史は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番）
〔その他〕 ヒマラヤクリス号は，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。

リコネクト号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モリノハンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月19日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒマラヤクリス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月19日まで出走できない。

25026 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

57 サンキューレター 牡2栗 54 C．ルメール �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 466－101：54．7 3．1�
69 ピースマッチング 牡2芦 54 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454＋ 21：55．23 20．9�
711 ロイヤルダンス 牡2青鹿54 伊藤 工真上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 478－ 81：55．73 55．7�
814 ゼ ロ ー ソ 牡2栗 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 61：56．12� 13．7�
712 マイネルタイムリー 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム 466＋ 61：57．37 5．6	
45 コ ウ ジ ク ン 牡2鹿 54 木幡 巧也瀬谷 
雄氏 牧 光二 平取 赤石牧場 B498＋ 41：57．62 94．8�
11 カイトエイティー 牝2鹿 54 M．デムーロ本田 恒雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 410－ 2 〃 クビ 2．9�
33 アスルノーヴァ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 456－ 41：58．34 136．6
22 アームストロング 牡2黒鹿54 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 482－ 41：58．83 16．8�
58 ベルウッドアカラ 牡2栗 54 横山 和生鈴木 照雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 486＋142：01．9大差 111．8�
46 アスキットローラ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大中江 隆一氏 和田 雄二 新ひだか 久保 秀雄 434－102：02．11 208．4�
34 ニシノブライアント 牡2青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 444＋ 42：02．42 129．3�
610 ヴィクトールアイ 牝2鹿 54 横山 武史 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 474＋ 22：03．35 8．6�
813 ホ タ ル マ ル 牡2芦 54 井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B470－ 22：05．0大差 191．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，627，200円 複勝： 55，491，600円 枠連： 11，616，400円
馬連： 62，390，600円 馬単： 30，766，400円 ワイド： 51，149，800円
3連複： 89，329，800円 3連単： 115，620，600円 計： 461，992，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 390円 � 1，210円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，070円 �� 9，590円

3 連 複 ��� 30，870円 3 連 単 ��� 103，230円

票 数

単勝票数 計 456272 的中 � 121216（2番人気）
複勝票数 計 554916 的中 � 141346（1番人気）� 31787（6番人気）� 8778（8番人気）
枠連票数 計 116164 的中 （5－6） 10868（3番人気）
馬連票数 計 623906 的中 �� 15565（12番人気）
馬単票数 計 307664 的中 �� 5104（17番人気）
ワイド票数 計 511498 的中 �� 14294（11番人気）�� 4242（22番人気）�� 1334（44番人気）
3連複票数 計 893298 的中 ��� 2170（63番人気）
3連単票数 計1156206 的中 ��� 812（239番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．7―50．6―1：03．3―1：15．9―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
8，11，9，7（1，4，10）－12（2，6）13，14－5－3・（8，11，9）（7，12）－（2，14）10，5（1，4）（6，13）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンキューレター �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2020．8．29 札幌2着

2018．5．3生 牡2栗 母 マルターズガール 母母 Silence of Night 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドアカラ号・アスキットローラ号・ニシノブライアント号・ヴィクトールアイ号は，

「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。
ホタルマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月19日まで平地競走

に出走できない。
※アスキットローラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中山競馬 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



25027 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

610 オリアメンディ 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 450－ 21：10．4 27．0�
814 フレンドロマン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 390＋ 2 〃 クビ 6．6�

46 イッツアメモリー 牝2黒鹿 54
52 △菅原 明良�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 414－ 61：10．61� 22．1�

23 ハイテレスヴェター 牝2青鹿54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 468－ 4 〃 クビ 12．6�
34 サ ン ミ ラ ー 牝2黒鹿54 M．デムーロ諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 426± 01：10．7クビ 2．3�
815 ラグランジア 牝2鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：10．8� 14．1	
22 ビーチリゾート 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 448＋ 21：10．9� 41．5

611 ボ ニ ー ト 牝2芦 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山口 義彦 410＋ 2 〃 アタマ 56．3�
58 チャーチャンテン 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 390－ 61：11．21� 37．2�
713 ネオペトリコール 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 高橋フアーム 396－ 21：11．41� 48．7
35 トーアテンニョ 牝2栗 54 田中 勝春高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 414＋ 6 〃 ハナ 49．8�
59 テ セ ウ ス 牡2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム B420＋ 41：12．03� 17．7�
712 アロハロック 牝2青 54

52 ◇藤田菜七子荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 408－ 21：12．1� 4．9�
47 セ イ ー サ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 378± 01：12．2� 232．6�
11 ユイアンデービス 牝2青鹿54 木幡 初也由比 泉子氏 杉浦 宏昭 浦河 カケハムポニークラブ 434＋ 21：14．6大差 110．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，826，400円 複勝： 52，318，500円 枠連： 11，987，100円
馬連： 57，386，600円 馬単： 27，527，700円 ワイド： 53，627，400円
3連複： 87，875，000円 3連単： 90，928，500円 計： 418，477，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 590円 � 230円 � 540円 枠 連（6－8） 3，390円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 20，680円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 4，490円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 38，970円 3 連 単 ��� 315，420円

票 数

単勝票数 計 368264 的中 � 11518（8番人気）
複勝票数 計 523185 的中 � 21234（8番人気）� 70486（3番人気）� 23506（7番人気）
枠連票数 計 119871 的中 （6－8） 2733（13番人気）
馬連票数 計 573866 的中 �� 4774（28番人気）
馬単票数 計 275277 的中 �� 998（60番人気）
ワイド票数 計 536274 的中 �� 6961（24番人気）�� 3029（46番人気）�� 7824（19番人気）
3連複票数 計 878750 的中 ��� 1691（118番人気）
3連単票数 計 909285 的中 ��� 209（774番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．6
3 ・（6，9，12，13）－5，3（2，15）10（7，14）－（8，4）－11－1 4 ・（6，9，12，13）5，3（2，15）10，14（7，4）（8，11）＝1

勝馬の
紹 介

オリアメンディ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2020．8．23 新潟14着

2018．5．2生 牝2鹿 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユイアンデービス号は，「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。

25028 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時40分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，035，000
1，035，000

円
円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

24 スペシャルトーク 牡2青鹿54 柴田 善臣ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 458－ 21：35．8 8．1�
23 コスモチョコラトル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：36．12 285．9�
12 サツキティアラ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ
アーム 452＋ 41：36．3� 26．3�

59 ジェミニテソーロ 牡2黒鹿54 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 472－ 2 〃 同着 6．3�

11 アップリバー 牝2青鹿54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 2．7	
35 コスモスケアヘッド 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 棚川 光男 464＋ 41：36．61� 106．2

510 メジャーアゲン 牝2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 454± 01：36．8� 44．0�
714 ロードエクレール 牡2鹿 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 7．3�
47 ニシノカオリード 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 船越牧場 434－ 41：36．9� 80．4
816 アドマイヤレビン 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：37．11� 9．1�
713 エンテレケイア 牡2栗 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 488－ 21：37．2� 6．9�
48 カ キ エ モ ン 牡2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444－ 8 〃 ハナ 382．6�
611 クリノグリゴロス 牡2栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 日高 三輪牧場 504－14 〃 クビ 131．3�
36 ス タ ー マ ン 牡2黒鹿54 丸田 恭介坂巻 勝彦氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 442＋ 8 〃 ハナ 25．0�
612 アイディアリスト 牡2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：37．41� 95．6�
815 エクレウステソーロ 牡2青鹿 54

52 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 440＋ 61：38．67 284．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，233，500円 複勝： 78，369，900円 枠連： 15，189，300円
馬連： 72，777，800円 馬単： 29，528，500円 ワイド： 67，908，600円
3連複： 106，762，100円 3連単： 108，597，200円 計： 530，366，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 2，960円 �
�

430円
180円 枠 連（2－2） 42，650円

馬 連 �� 67，300円 馬 単 �� 100，660円

ワ イ ド �� 8，580円 ��
��

1，080円
520円

��
��

15，710円
10，270円

3 連 複 ���
���

95，290円
58，540円 3 連 単 ���

���
690，620円
474，300円

票 数

単勝票数 計 512335 的中 � 53122（5番人気）
複勝票数 計 783699 的中 �

�
90208
105979

（4番人気）
（2番人気）

� 3831（14番人気）� 31150（7番人気）

枠連票数 計 151893 的中 （2－2） 276（33番人気）
馬連票数 計 727778 的中 �� 838（67番人気）
馬単票数 計 295285 的中 �� 220（125番人気）
ワイド票数 計 679086 的中 ��

��
1173
638
（68番人気）
（87番人気）

��
��

9926
979
（21番人気）
（71番人気）

�� 22543（9番人気）

3連複票数 計1067621 的中 ��� 420（241番人気） ��� 684（191番人気）
3連単票数 計1085972 的中 ��� 57（1444番人気） ��� 83（1227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．6―47．4―59．2―1：10．9―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

スペシャルトーク �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2020．8．29 新潟2着

2018．4．7生 牡2青鹿 母 フラヴィニー 母母 キッスパシオン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 エクレウステソーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 1頭 クリノザウルス号



25029 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

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
1：46．4
1：44．5

良
良

34 スルーセブンシーズ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 426 ―1：52．5 3．2�
712 イ ン ナ リ オ 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460 ―1：52．71� 3．6�
814 アラビアンナイト 牝2青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 426 ―1：52．8� 7．5�
713 コスモマイン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：53．01� 22．4�
59 マイネルグロース 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 438 ―1：53．1� 28．4	
35 アイアムカガヤキ 牝2黒鹿54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 422 ― 〃 クビ 84．7

11 バーガンディ 牡2黒鹿54 江田 照男山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 454 ―1：53．41� 55．5�
23 ベルエポック 牝2黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 512 ―1：53．61� 4．7�
22 ハッピーアナザー 牡2栗 54

52 △菅原 明良永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 クビ 41．8
47 ロイヤルアッシュ 牡2青鹿54 北村 宏司大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 484 ―1：53．8� 128．5�

（アクロスザワールド）

610 ホーリーバジル 牡2鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：53．9� 99．3�
815 ゴールドミーティア 牡2鹿 54 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 470 ― 〃 クビ 51．9�
611 アンタンスルフレ 牡2鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 栄進牧場 436 ―1：54．11� 155．2�
46 ウンジョウノメガミ 牝2鹿 54 三浦 皇成鈴木 正浩氏 伊藤 大士 日高 タバタファーム 452 ―1：54．84 22．8�
58 セイウンスパーダ 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 栗田 徹 新冠 村上 欽哉 478 ―1：55．01� 20．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，802，400円 複勝： 58，232，400円 枠連： 13，888，500円
馬連： 61，533，200円 馬単： 27，084，900円 ワイド： 53，289，600円
3連複： 89，377，000円 3連単： 90，897，100円 計： 443，105，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 180円 枠 連（3－7） 530円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 470円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 488024 的中 � 124319（1番人気）
複勝票数 計 582324 的中 � 127132（1番人気）� 106403（2番人気）� 71489（4番人気）
枠連票数 計 138885 的中 （3－7） 20273（1番人気）
馬連票数 計 615332 的中 �� 66626（1番人気）
馬単票数 計 270849 的中 �� 14175（2番人気）
ワイド票数 計 532896 的中 �� 46978（1番人気）�� 27936（4番人気）�� 24918（5番人気）
3連複票数 計 893770 的中 ��� 42035（2番人気）
3連単票数 計 908971 的中 ��� 9744（7番人気）

ハロンタイム 13．2―13．0―13．5―13．2―12．2―12．1―11．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．2―39．7―52．9―1：05．1―1：17．2―1：28．8―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スルーセブンシーズ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．4．8生 牝2鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コスモマイン号の騎手柴田大知は，決勝線手前で蛇行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 トーセンポラリス号

25030 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走13時00分 （ダート・右）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

78 ユイノシワザ 牡2芦 54 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 456 ―1：58．8 47．1�
33 フォートレスヒル 牡2栗 54

52 △菅原 明良谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 488 ―1：58．9� 5．1�
67 アナザーヴィータ 牡2栗 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 484 ―1：59．0� 8．8�
79 ネイチャーラブリー 牡2鹿 54 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 440 ―1：59．42� 46．2�
810 ディープステイト 牡2鹿 54 木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：59．6� 4．1�
44 ブルヴェール 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 466 ―2：00．98 36．4	
55 トーヨーヒヨウ 牡2栗 54 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 498 ―2：01．0� 16．7

811 クロノフルール 牝2芦 54 北村 宏司�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 490 ―2：01．1� 19．2�
11 シャドウヘリテイジ 牡2栗 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 加藤 征弘 日高 クラウン日高牧場 528 ―2：01．95 2．8
22 カシオペアテソーロ 牡2栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 484 ―2：02．53� 14．4�
66 ゲンパチボロネーゼ 牡2栗 54 大野 拓弥平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 468 ―2：04．2大差 32．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，078，900円 複勝： 42，508，700円 枠連： 9，777，400円
馬連： 49，596，500円 馬単： 24，173，500円 ワイド： 40，961，400円
3連複： 67，465，600円 3連単： 90，330，000円 計： 362，892，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，710円 複 勝 � 810円 � 180円 � 220円 枠 連（3－7） 4，790円

馬 連 �� 8，850円 馬 単 �� 28，730円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 4，060円 �� 670円

3 連 複 ��� 25，920円 3 連 単 ��� 257，830円

票 数

単勝票数 計 380789 的中 � 6856（11番人気）
複勝票数 計 425087 的中 � 10435（10番人気）� 73294（3番人気）� 53982（4番人気）
枠連票数 計 97774 的中 （3－7） 1579（19番人気）
馬連票数 計 495965 的中 �� 4342（30番人気）
馬単票数 計 241735 的中 �� 631（71番人気）
ワイド票数 計 409614 的中 �� 3743（33番人気）�� 2506（42番人気）�� 16766（7番人気）
3連複票数 計 674656 的中 ��� 1952（82番人気）
3連単票数 計 903300 的中 ��� 254（614番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．1―13．6―13．4―12．7―13．0―13．5―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．2―51．8―1：05．2―1：17．9―1：30．9―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．9
1
3
・（1，3）－6（5，9，11）4，8，7，10＝2・（1，3，10）（9，7）8，5（6，11）4，2

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

勝馬の
紹 介

ユイノシワザ �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．3．10生 牡2芦 母 アドマイヤインディ 母母 トレジャーマイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クロノフルール号の騎手北村宏司は，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：9番）

ネイチャーラブリー号の騎手野中悠太郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）



25031 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 ニシノミンクス 牝3鹿 53 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 B458± 01：11．3 7．5�
48 デルマクリスタル 牝3青鹿53 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 466＋ 21：11．51� 5．8�
510 ホウオウモントレー 牝4芦 55 柴田 大知小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 502－ 21：11．81� 17．4�
816� マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 478＋ 6 〃 ハナ 82．5�
612 コールザチューン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 7．7�
611 ノーブルプルート 牝6鹿 55

53 △菅原 明良吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 494＋101：11．9� 4．7	
23 イ ヴ 牝3栗 53 M．デムーロ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B472－101：12．11 4．3

36 � マハーラーニー 牝4鹿 55 武士沢友治谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 464－ 21：12．2� 53．6�
714 ブライティアランド 牝3芦 53 横山 武史小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 464＋ 21：12．4� 8．7�
11 フ ラ ン シ ス 牝4栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 492± 0 〃 クビ 120．0
47 クィーンアドバンス 牝3青 53 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 470－ 61：12．61� 24．9�
35 ネイビーアッシュ 牝5青鹿 55

52 ▲小林 凌大吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 ハナ 18．0�
12 アチェロイス 牝3栗 53

50 ▲原 優介岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 418－ 6 〃 ハナ 130．7�
713 アルマセグレート 牝3栗 53 丸山 元気 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 458－ 41：12．7� 24．0�
59 ミユキダイアモンド 牝4鹿 55 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 B450－ 21：13．02 73．3�
815 レッドパラス 牝4芦 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：13．2� 118．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，319，400円 複勝： 84，135，700円 枠連： 21，399，600円
馬連： 92，442，400円 馬単： 37，572，600円 ワイド： 79，494，900円
3連複： 137，164，500円 3連単： 143，367，900円 計： 648，897，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 190円 � 400円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，510円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 56，150円

票 数

単勝票数 計 533194 的中 � 56418（4番人気）
複勝票数 計 841357 的中 � 95911（4番人気）� 131486（2番人気）� 46315（7番人気）
枠連票数 計 213996 的中 （2－4） 23137（2番人気）
馬連票数 計 924424 的中 �� 33118（10番人気）
馬単票数 計 375726 的中 �� 5880（22番人気）
ワイド票数 計 794949 的中 �� 27991（6番人気）�� 13290（16番人気）�� 12763（18番人気）
3連複票数 計1371645 的中 ��� 9519（36番人気）
3連単票数 計1433679 的中 ��� 1851（181番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．1―12．0―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．6―45．6―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．7
3 ・（12，13）（9，11）（1，3）（6，14）7（2，8，10，15）4，5－16 4 12，13（9，11）3（1，14）6（7，10）（2，8）4（5，15）16

勝馬の
紹 介

ニシノミンクス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．6．29 福島2着

2017．2．14生 牝3鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 10戦2勝 賞金 19，230，000円
［他本会外：1戦0勝］

25032 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）（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
1：48．5
1：47．6

重
重

22 プントファイヤー 牡3栗 54 戸崎 圭太嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 508± 01：55．1 3．0�
11 ロワマージュ 牡3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋16 〃 クビ 15．9�
35 ナガレボシトリキシ 牡4栗 57 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 508－101：55．31 10．4�
34 � マコトネネキリマル 牡4鹿 57 内田 博幸�ディアマント 伊坂 重信 様似 出口 繁夫 432－23 〃 クビ 15．6�
59 グラスデスティーノ 牡3鹿 54 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B478＋ 4 〃 ハナ 3．3	
610� マイネルイヴィンス �4栗 57 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B508± 01：55．72 13．6

611 マ ナ ロ ー ラ 牝6黒鹿55 北村 宏司前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 2 〃 クビ 8．7�
58 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448－ 4 〃 ハナ 177．1�
815 アスクフラッシュ 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 下河辺牧場 484－ 8 〃 アタマ 111．8
47 スーリエドヴェール 牝3鹿 52

51 ☆木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 474－ 21：55．8クビ 31．6�
814 ミッキープリンス 牡3栗 54 丸山 元気野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510＋ 41：56．43� 20．6�
23 � ボスアンルーリー 牡5黒鹿57 横山 和生佐々木幸弘氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 472－ 61：56．61� 110．6�
46 マイネルアストリア 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 498＋12 〃 同着 12．3�
712� サンセットオーラ 牡5鹿 57 西田雄一郎 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 448＋ 21：57．02� 254．5�
713 ブライトオーシャン �3鹿 54

52 △菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 聖心台牧場 496＋ 61：57．31	 40．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，065，300円 複勝： 67，613，000円 枠連： 14，638，100円
馬連： 87，670，400円 馬単： 36，151，600円 ワイド： 70，015，400円
3連複： 125，437，600円 3連単： 129，852，900円 計： 587，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 410円 � 280円 枠 連（1－2） 1，960円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 990円 �� 830円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 39，420円

票 数

単勝票数 計 560653 的中 � 146917（1番人気）
複勝票数 計 676130 的中 � 155170（1番人気）� 34418（7番人気）� 56191（4番人気）
枠連票数 計 146381 的中 （1－2） 5780（10番人気）
馬連票数 計 876704 的中 �� 26851（11番人気）
馬単票数 計 361516 的中 �� 7649（8番人気）
ワイド票数 計 700154 的中 �� 18305（10番人気）�� 22338（8番人気）�� 8750（25番人気）
3連複票数 計1254376 的中 ��� 9095（35番人気）
3連単票数 計1298529 的中 ��� 2388（115番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．7―13．2―12．7―12．7―12．7―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―50．1―1：02．8―1：15．5―1：28．2―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3
6，9，14，7（2，11）（4，13）－5，1－10，8－3－15，12・（6，9）14（2，11）（7，5）（1，4）10（8，13，3）（12，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プントファイヤー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．7．14 函館2着

2017．2．8生 牡3栗 母 プントバンコ 母母 ポリーズフリート 9戦2勝 賞金 22，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 スーリエドヴェール号の騎手木幡育也は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



25033 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第9競走 ��2，000�
し お ど め

汐 留 特 別
発走14時35分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 コロンドール 牡3栗 54 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 494－ 62：01．9 3．1�
68 ルヴェルソー 牝3黒鹿52 大野 拓弥 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 クビ 10．2�
69 ライレローズ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：02．11� 29．7�
22 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 42：02．31� 17．6�
44 ルトロヴァイユ 牝3鹿 52 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 8 〃 アタマ 5．8	
45 ヤ シ ャ マ ル 牡3黒鹿54 戸崎 圭太高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 492± 0 〃 クビ 2．7

33 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 22：02．5	 45．3�
710 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 4 〃 ハナ 33．4�
812 アイブランコ 牡3栗 54 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508＋162：02．6	 9．0
813 ビギングローリー 牡4芦 57 江田 照男窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B474＋ 42：03．02
 108．1�
57 マイネルポインター 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 博康 新ひだか 松本牧場 440－ 62：04．06 62．2�
56 レ オ 牡4芦 57 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム B504－ 4 〃 クビ 273．0�
711 デルマラピスラズリ 牡3鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 514＋102：04．63
 55．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，175，000円 複勝： 75，520，300円 枠連： 17，838，800円
馬連： 108，736，700円 馬単： 47，621，800円 ワイド： 77，993，600円
3連複： 157，500，700円 3連単： 188，097，300円 計： 729，484，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 580円 枠 連（1－6） 1，380円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，390円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 13，650円 3 連 単 ��� 47，930円

票 数

単勝票数 計 561750 的中 � 142828（2番人気）
複勝票数 計 755203 的中 � 158353（2番人気）� 77915（4番人気）� 25918（8番人気）
枠連票数 計 178388 的中 （1－6） 9962（7番人気）
馬連票数 計1087367 的中 �� 50545（7番人気）
馬単票数 計 476218 的中 �� 13227（10番人気）
ワイド票数 計 779936 的中 �� 31108（7番人気）�� 14230（15番人気）�� 6212（31番人気）
3連複票数 計1575007 的中 ��� 8651（42番人気）
3連単票数 計1880973 的中 ��� 2845（148番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．7―12．2―12．5―12．2―11．6―11．7―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．9―49．1―1：01．6―1：13．8―1：25．4―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コロンドール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．9 東京4着

2017．3．3生 牡3栗 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 6戦2勝 賞金 21，236，000円

25034 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第10競走 2，400�
ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．9．14以降2．9．13まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

松戸市長賞（1着）
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

23 ラ ス ト マ ン 牡3栗 53 戸崎 圭太堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478± 02：34．3 4．4�
611 ヒロイックテイル 牡3栗 53 丸山 元気吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 2．1�
24 フ ロ ー リ ン 牡5栗 54 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 42：35．25 25．6�
47 クロカドッグ 牡3鹿 52 秋山 稔樹�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 498－ 22：36．810 60．9�
11 ホウオウトゥルース �4栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 22：36．9クビ 7．5�
36 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 55 横山 武史 	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 508－ 42：37．11� 14．8

816 ミラクルヒッター 牡5芦 53 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B494－ 42：37．2� 50．8�
35 オ ク ラ ホ マ 牡6栗 53 横山 和生馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：37．3クビ 68．4�
714 ギガバッケン 牡5鹿 54 内田 博幸 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B562－102：37．4� 78．4
713 エコロドリーム 牡4栗 54 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 480＋ 82：38．14 23．5�
59 トレイントレイン 牡4黒鹿55 石橋 脩	MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B512－ 62：38．2クビ 32．3�
48 ジーマックス 牡3鹿 53 北村 宏司佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 524－ 22：38．3� 14．5�
815 エグジットラック 牡6栗 53 江田 照男廣崎 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 518－ 42：38．4� 69．8�
612 ノーチカルチャート 牡4青鹿55 C．ルメール �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 484－ 82：39．25 11．9�
12 ローリエテソーロ 牡4栗 53 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス	 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 532± 02：40．26 113．7�
510� アイファーアクター 牡4鹿 54 宮崎 北斗中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 486＋ 42：41．05 173．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，043，000円 複勝： 82，762，800円 枠連： 28，843，500円
馬連： 141，087，300円 馬単： 57，634，600円 ワイド： 104，327，200円
3連複： 214，570，200円 3連単： 221，437，000円 計： 918，705，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 140円 � 390円 枠 連（2－6） 330円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，020円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 680430 的中 � 121456（2番人気）
複勝票数 計 827628 的中 � 157442（2番人気）� 178090（1番人気）� 38586（8番人気）
枠連票数 計 288435 的中 （2－6） 66041（1番人気）
馬連票数 計1410873 的中 �� 246018（1番人気）
馬単票数 計 576346 的中 �� 32769（2番人気）
ワイド票数 計1043272 的中 �� 116442（1番人気）�� 23881（13番人気）�� 30148（9番人気）
3連複票数 計2145702 的中 ��� 70305（5番人気）
3連単票数 計2214370 的中 ��� 13966（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．0―13．4―13．7―13．9―13．2―12．1―12．3―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―37．3―50．7―1：04．4―1：18．3―1：31．5―1：43．6―1：55．9―2：08．4―2：21．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス ト マ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．3．21 中山2着

2017．3．18生 牡3栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 7戦3勝 賞金 36，778，000円
〔制裁〕 ギガバッケン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーアクター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月19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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トロハ号・フーズサイド号



25035 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第11競走
ウインズ錦糸町開設70周年記念

��1，800�レインボーステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

610 コスモカレンドゥラ 牡4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 61：48．3 19．0�
58 ドナアトラエンテ 牝4黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 アタマ 1．9�
34 ワールドヘリテージ 牡5鹿 54 北村 宏司谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 452＋ 21：48．72� 23．0�
69 アイスフィヨルド 牡5芦 54 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 450－ 6 〃 ハナ 127．8�
712 ジョブックコメン 牝5黒鹿52 山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 426－141：48．8クビ 85．8	
22 アドマイヤジョラス 牡6黒鹿55 M．デムーロ近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 ハナ 7．4

813 ゴールドスミス �6黒鹿55 戸崎 圭太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528＋ 61：48．9� 7．9�
711 アストラサンタン 牝5青鹿52 大野 拓弥丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480＋ 41：49．0� 36．2�
11 マイネルズイーガー 牡6栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 21：49．21� 10．2
814 トータルソッカー 牡6栗 55 田辺 裕信渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 502± 0 〃 ハナ 15．0�
46 オーシャンビュー 牡7鹿 53 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 460± 01：49．41� 131．6�
45 パルクデラモール 牝5鹿 52 菅原 明良�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋161：49．5� 107．6�
57 ミヤビパーフェクト �4鹿 56 津村 明秀村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 468－ 41：49．6� 6．4�
33 マイハートビート 牡5鹿 55 石川裕紀人三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋141：50．55 106．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 118，993，800円 複勝： 154，608，300円 枠連： 59，490，200円
馬連： 289，820，300円 馬単： 128，625，600円 ワイド： 188，870，800円
3連複： 446，417，200円 3連単： 629，086，900円 計： 2，015，913，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 370円 � 140円 � 430円 枠 連（5－6） 1，020円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，340円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 81，470円

票 数

単勝票数 計1189938 的中 � 49910（7番人気）
複勝票数 計1546083 的中 � 87228（7番人気）� 422165（1番人気）� 72094（8番人気）
枠連票数 計 594902 的中 （5－6） 45038（5番人気）
馬連票数 計2898203 的中 �� 141305（6番人気）
馬単票数 計1286256 的中 �� 17188（15番人気）
ワイド票数 計1888708 的中 �� 70730（6番人気）�� 13927（35番人気）�� 44663（13番人気）
3連複票数 計4464172 的中 ��� 34192（32番人気）
3連単票数 計6290869 的中 ��� 5598（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．1―49．3―1：01．0―1：12．7―1：24．2―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモカレンドゥラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．2 新潟4着

2016．4．7生 牡4栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 14戦4勝 賞金 76，163，000円

25036 9月19日 曇 良 （2中山4） 第3日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（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
1：08．7
1：08．7

重
重

58 コウソクスピード 牡3青鹿55 C．ルメール 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋ 21：11．0 2．2�
59 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿57 野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B476－ 21：11．42� 33．4�
815 メイクアンシー 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 458＋ 41：11．5� 79．8�
23 バナナボート 牡6栗 57

54 ▲原 優介田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 450＋ 21：11．6� 139．9�
35 タマモキャペリン 牝4鹿 55 横山 武史タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 464－ 41：11．7クビ 18．3�
47 シアトルトウショウ 牝5青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480± 01：12．02 16．5	
814� アイアンユウキャン 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 516＋ 61：12．1クビ 62．9

713 ホーカスポーカス 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 434－ 2 〃 ハナ 25．0�
11 メイショウユリシス 牝3黒鹿53 横山 典弘松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 472＋ 41：12．31� 8．1
46 マイネルナイペス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B464＋ 8 〃 ハナ 73．7�
22 シアープレジャー 牝3鹿 53 大野 拓弥岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 21：12．5� 105．7�
712 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 53 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 21：12．6� 19．7�
34 アメノムラクモ 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 542＋101：13．13 187．0�
610 スズカキングボス 牡3鹿 55 内田 博幸永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 468± 0 〃 ハナ 5．0�
611 チェスナットロール 牝3栗 53

51 △菅原 明良田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 41：13．95 5．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 91，411，100円 複勝： 121，448，000円 枠連： 36，685，000円
馬連： 171，557，400円 馬単： 72，978，200円 ワイド： 142，057，100円
3連複： 260，258，100円 3連単： 316，368，700円 計： 1，212，763，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 680円 � 1，080円 枠 連（5－5） 3，560円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，080円 �� 13，130円

3 連 複 ��� 51，190円 3 連 単 ��� 151，490円

票 数

単勝票数 計 914111 的中 � 324404（1番人気）
複勝票数 計1214480 的中 � 298268（1番人気）� 37691（9番人気）� 22713（12番人気）
枠連票数 計 366850 的中 （5－5） 7972（14番人気）
馬連票数 計1715574 的中 �� 48768（11番人気）
馬単票数 計 729782 的中 �� 14468（13番人気）
ワイド票数 計1420571 的中 �� 36795（11番人気）�� 11780（31番人気）�� 2709（77番人気）
3連複票数 計2602581 的中 ��� 3813（132番人気）
3連単票数 計3163687 的中 ��� 1514（432番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウソクスピード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．28 新潟2着

2017．4．17生 牡3青鹿 母 メジロコウミョウ 母母 メジロルルド 7戦2勝 賞金 18，800，000円
〔その他〕 チェスナットロール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チェスナットロール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月19日まで出走できない。
※グルアーブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2中山4）第3日 9月19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 174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

191，980，000円
6，040，000円
31，250，000円
1，520，000円
21，260，000円
74，866，500円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
709，776，900円
935，647，400円
255，722，100円
1，267，910，500円
554，635，000円
985，791，000円
1，889，281，100円
2，245，276，900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 8，844，040，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第4回中山競馬第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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