
25061 9月26日 曇 稍重 （2中山4） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

34 ルミナスライン 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 414＋ 61：10．2 6．8�

610 ノアファンタジー 牝2鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 462＋ 41：10．62� 7．0�
23 ナムラスパロー 牝2青鹿54 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 いとう牧場 396± 01：10．8� 5．4�
59 アッシュグレー 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 21：11．01� 6．9�
35 ラブバルドー 牝2鹿 54 戸崎 圭太増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 438－ 81：11．21� 4．3	
713 パドマーヴァティ 牝2鹿 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 404＋161：11．51� 210．8

814 スターオブソフィア 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大光安 了氏 小手川 準 日高 原田ファーム 404＋ 6 〃 クビ 10．5�
47 ヴィータハイジア 牝2鹿 54

52 △菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 398＋12 〃 アタマ 167．9�

611 ワイオミアロール 牝2栗 54
51 ▲原 優介�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 赤田牧場 408± 01：11．6� 27．8

58 サイタオフェーリア 牝2青 54
52 ◇藤田菜七子サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 434＋ 6 〃 アタマ 7．4�

712 モーニングアップ 牝2黒鹿54 黛 弘人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：11．7クビ 38．0�
46 ピスターシュドール 牝2栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 422－ 4 〃 ハナ 275．2�

22 ファーマスター 牝2鹿 54 江田 照男中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 420－ 8 〃 ハナ 46．8�
815 キュンキュンハート 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 408－ 41：12．01� 122．5�
11 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 432－ 21：13．06 297．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，183，700円 複勝： 54，499，000円 枠連： 13，870，000円
馬連： 65，311，300円 馬単： 28，796，300円 ワイド： 56，163，200円
3連複： 103，621，000円 3連単： 105，866，700円 計： 463，311，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 210円 � 180円 枠 連（3－6） 890円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 880円 �� 770円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 25，160円

票 数

単勝票数 計 351837 的中 � 43585（3番人気）
複勝票数 計 544990 的中 � 60244（5番人気）� 64919（4番人気）� 83715（2番人気）
枠連票数 計 138700 的中 （3－6） 12001（4番人気）
馬連票数 計 653113 的中 �� 19908（13番人気）
馬単票数 計 287963 的中 �� 4493（26番人気）
ワイド票数 計 561632 的中 �� 16173（15番人気）�� 18612（13番人気）�� 20971（9番人気）
3連複票数 計1036210 的中 ��� 16287（19番人気）
3連単票数 計1058667 的中 ��� 3050（93番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスライン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2020．7．18 福島9着

2018．6．4生 牝2鹿 母 マイネエストレヤ 母母 センシューリーブ 4戦1勝 賞金 7，100，000円

25062 9月26日 小雨 稍重 （2中山4） 第6日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・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
1：46．4
1：44．5

良
良

69 メイサウザンアワー 牝2鹿 54 戸崎 圭太千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：50．1 2．3�
46 ミ ュ ラ ッ カ 牡2鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 高木 登 安平 追分ファーム 494＋ 61：50．42 33．8�
57 トーセンアレックス 牡2青鹿54 横山 和生島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 450± 01：50．5� 7．3�
34 ナックイルシーブ 牡2芦 54 田辺 裕信小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 61：50．6� 8．7�
610 ラブカプチーノ 牝2芦 54 内田 博幸増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 21：51．02� 28．3	
712 コ タ 牡2青鹿54 江田 照男小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 454± 01：51．21 203．1

711 エリカルーチェ 牝2鹿 54 三浦 皇成三木 正浩氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 458－121：51．3� 40．2�
45 マ カ ラ プ ア 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：51．62 6．4�
22 インペリアルツアー 牡2黒鹿54 石橋 脩 スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 440－ 21：51．7� 38．7�
814 ジョブックルーチェ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 460＋ 61：52．12� 36．1�
33 グランエース 牡2鹿 54 野中悠太郎平川 浩之氏 粕谷 昌央 浦河 岡本 昌市 424－ 61：52．3� 280．7�
58 シグナステソーロ 牡2青鹿54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 480＋ 41：52．4� 187．7�
11 マイネルダグラス 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 21：52．5クビ 5．1�
813 アスマスティーブ 牡2鹿 54 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 458－ 61：52．92� 497．9�
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売 得 金
単勝： 43，830，700円 複勝： 69，039，600円 枠連： 9，900，600円
馬連： 61，079，400円 馬単： 29，336，000円 ワイド： 55，023，300円
3連複： 91，138，700円 3連単： 109，347，000円 計： 468，695，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 540円 � 180円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 370円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 25，980円

票 数

単勝票数 計 438307 的中 � 155959（1番人気）
複勝票数 計 690396 的中 � 202816（1番人気）� 21122（6番人気）� 97098（3番人気）
枠連票数 計 99006 的中 （4－6） 13272（2番人気）
馬連票数 計 610794 的中 �� 12516（13番人気）
馬単票数 計 293360 的中 �� 4148（23番人気）
ワイド票数 計 550233 的中 �� 10567（12番人気）�� 42610（3番人気）�� 6104（24番人気）
3連複票数 計 911387 的中 ��� 12535（17番人気）
3連単票数 計1093470 的中 ��� 3051（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―36．5―49．7―1：02．1―1：14．1―1：25．9―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイサウザンアワー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 福島2着

2018．5．7生 牝2鹿 母 デ ィ ナ シ ー 母母 トゥザヴィクトリー 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※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 アンタンスルフレ号

第４回 中山競馬 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



25063 9月26日 小雨 重 （2中山4） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時05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

611 インパルスベルン 牡2鹿 54 田辺 裕信四本 昭弘氏 加藤士津八 新ひだか 静内白井牧場 496 ―1：56．5 34．8�
816 モンサンレックス 牡2栗 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 488 ―1：57．67 7．7�
815 ロジディープ 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 450 ―1：57．7� 47．3�
59 セイカリネット 牝2栗 54 野中悠太郎久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 430 ―1：57．8クビ 221．7�
36 マイネルボーダレス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 浜口牧場 426 ― 〃 クビ 12．3�
510 セイウンブイワン 牡2芦 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 谷川牧場 454 ―1：58．01� 22．3	
47 アイリーライフ 牝2鹿 54 横山 武史 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 466 ―1：58．74 2．5

48 デリシュレーヌ 牝2青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 480 ―1：58．8� 57．2�
23 トーセンアーサー 牡2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 536 ―1：59．11� 5．2
713 ロクネンニクミ 牡2栗 54 武藤 雅藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム 514 ― 〃 ハナ 106．5�
35 ロードバイファル 牡2栗 54 石橋 脩 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか 広田牧場 508 ―1：59．52� 36．2�
11 ピースアンドリンゴ 牡2鹿 54 黛 弘人薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 464 ―2：00．88 125．9�
714 セイショウディープ 牡2栗 54 丹内 祐次岩崎 暉男氏 本間 忍 日高 Wing Farm 476 ―2：01．44 27．9�
12 ジランドール 牡2鹿 54 江田 照男長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム B502 ―2：01．82 43．1�
612 エバーサニーハート 牡2黒鹿54 三浦 皇成堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 486 ―2：02．43� 7．4�
24 パワフルスパート 牡2栗 54 横山 典弘日向 均氏 的場 均 新ひだか 増本牧場 494 ― （競走中止） 25．3�
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売 得 金
単勝： 35，928，000円 複勝： 45，089，900円 枠連： 12，390，900円
馬連： 47，884，900円 馬単： 22，481，400円 ワイド： 44，895，700円
3連複： 76，477，600円 3連単： 74，178，000円 計： 359，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 840円 � 260円 � 920円 枠 連（6－8） 1，880円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 28，480円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 8，040円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 97，880円 3 連 単 ��� 632，690円

票 数

単勝票数 計 359280 的中 � 8748（9番人気）
複勝票数 計 450899 的中 � 12922（9番人気）� 53467（4番人気）� 11718（10番人気）
枠連票数 計 123909 的中 （6－8） 5103（8番人気）
馬連票数 計 478849 的中 �� 3544（31番人気）
馬単票数 計 224814 的中 �� 592（84番人気）
ワイド票数 計 448957 的中 �� 4392（30番人気）�� 1428（66番人気）�� 2804（44番人気）
3連複票数 計 764776 的中 ��� 586（221番人気）
3連単票数 計 741780 的中 ��� 85（1297番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―13．1―12．7―12．7―13．1―13．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．7―1：03．4―1：16．1―1：29．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．4
1
3
7，10，11，12（6，14，16）－4－3，9－2－（8，13，15）（1，5）・（7，10）11（12，6）3（4，16，14）－8，9－（2，15，13）1，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インパルスベルン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2018．2．20生 牡2鹿 母 ムーンフライト 母母 インターラプション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 インパルスベルン号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔競走中止〕 パワフルスパート号は，4コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 パワフルスパート号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番・15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パワフルスパート号は，令和2年9月27日から令和2年10月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※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 ショウナンアーチー号・リファインドマナー号

25064 9月26日 小雨 重 （2中山4） 第6日 第4競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35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

713 ナイトブリーズ 牝3黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 492＋ 21：10．6 4．0�
712 ヒロノトウリョウ 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 492＋ 2 〃 クビ 27．0�
11 マイヨブラン 牡4白 57 横山 武史 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 570－181：10．7� 13．3�
59 � スマイルプリティ 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 502＋101：10．8クビ 13．3�
58 ペイシャリルキス �4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 498＋ 41：10．9� 12．4�
610 プレジールドビブル 牡3鹿 55 木幡 初也	GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 460＋ 21：11．0� 88．3

815 ニルカンタテソーロ 牡3栗 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス	 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 3．7�
611 ベイビーボス 牡3鹿 55

52 ▲山田 敬士酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 464＋ 41：11．1	 3．2�
47 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 442＋ 6 〃 ハナ 56．0
46 アンジェリーブル 牝4栗 55 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466＋141：11．3	 38．6�
23 デビルスダンサー 牝3栗 53 石川裕紀人前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 434－ 61：11．62 20．1�
34 アールランペイジ 牡4鹿 57 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B494－ 81：11．7クビ 39．7�
814 ハ デ ィ ア 牡3鹿 55 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 454＋121：11．91
 59．3�
35 ダディフィンガー 牡4鹿 57 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 B498＋ 2 〃 アタマ 117．9�
22 � スマートマウアー 牡4鹿 57 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 504＋ 21：12．32� 253．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，108，500円 複勝： 78，670，700円 枠連： 16，507，600円
馬連： 83，558，400円 馬単： 36，437，000円 ワイド： 79，539，600円
3連複： 136，938，500円 3連単： 138，988，100円 計： 618，748，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 590円 � 420円 枠 連（7－7） 7，120円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，800円 �� 8，050円

3 連 複 ��� 33，290円 3 連 単 ��� 179，290円

票 数

単勝票数 計 481085 的中 � 95617（3番人気）
複勝票数 計 786707 的中 � 136972（3番人気）� 29956（8番人気）� 44721（6番人気）
枠連票数 計 165076 的中 （7－7） 1795（24番人気）
馬連票数 計 835584 的中 �� 12661（18番人気）
馬単票数 計 364370 的中 �� 3716（27番人気）
ワイド票数 計 795396 的中 �� 11656（17番人気）�� 11479（18番人気）�� 2492（58番人気）
3連複票数 計1369385 的中 ��� 3085（95番人気）
3連単票数 計1389881 的中 ��� 562（482番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．8―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．6―45．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．0
3 ・（5，4）9（7，13）12（1，11）（2，8）（10，14）3－15，6 4 ・（5，4）（7，9）（12，13）1，11，8，2（10，3）（6，15）14

勝馬の
紹 介

ナイトブリーズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2020．7．12 福島8着

2017．4．11生 牝3黒鹿 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 3戦2勝 賞金 12，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。



25065 9月26日 小雨 稍重 （2中山4） 第6日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時25分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

612 シゲルオテンバ 牝2鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 430 ―1：36．1 8．3�
713 レ コ レ ー タ 牝2栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：36．31� 4．8�

714 ララパピヨンドメル 牝2鹿 54 田辺 裕信フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：36．72	 3．4�
（法942）

24 タイセイラグーン 牝2鹿 54
52 △菅原 明良田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440 ― 〃 アタマ 6．8�

47 ク オ ン タ ム 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 438 ―1：36．91	 222．1	
611 フジツボノミヤ 牝2青 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 小手川 準 新ひだか 友田牧場 430 ―1：37．0クビ 124．1

35 ロイヤルブライド 牝2青 54 伊藤 工真柴田 洋一氏 林 徹 浦河 鎌田 正嗣 442 ― 〃 クビ 58．5�
12 センドハーマイラブ 牝2鹿 54 的場 勇人道場 宏氏 的場 均 浦河 辻 牧場 450 ―1：37．42	 51．3�
11 セイスフィア 牝2青鹿54 田中 勝春金田 成基氏 菊川 正達 新ひだか 田中 春美 462 ―1：37．93 36．1
36 ノーデザイア 牝2栗 54 木幡 巧也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 448 ― 〃 ハナ 16．8�
48 セイウンスノー 牡2芦 54 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 B476 ―1：38．0	 45．9�
816 ベルウッドアリイ 牡2栗 54 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 折手牧場 462 ―1：38．42	 20．5�
815 エクラサンザレ 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹後藤 英成氏 菊川 正達 様似 中脇 一幸 428 ―1：38．71
 54．2�
59 グ レ ー シ ー 牝2青 54 柴田 善臣乙訓 史樹氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404 ―1：39．65 63．5�
23 ハッピーミラクル 牝2黒鹿54 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482 ―1：40．02	 5．7�
510 モンギンゴー 牡2栗 54 嶋田 純次和田 正道氏 和田正一郎 新ひだか 神垣 道弘 476 ― （競走中止） 217．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，750，700円 複勝： 52，083，800円 枠連： 16，490，800円
馬連： 57，192，100円 馬単： 24，742，600円 ワイド： 49，231，500円
3連複： 83，763，900円 3連単： 91，474，200円 計： 415，729，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 160円 � 150円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 630円 �� 520円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 407507 的中 � 41142（5番人気）
複勝票数 計 520838 的中 � 57225（5番人気）� 90645（2番人気）� 100618（1番人気）
枠連票数 計 164908 的中 （6－7） 17222（2番人気）
馬連票数 計 571921 的中 �� 27020（6番人気）
馬単票数 計 247426 的中 �� 4925（16番人気）
ワイド票数 計 492315 的中 �� 19008（7番人気）�� 23795（5番人気）�� 40527（1番人気）
3連複票数 計 837639 的中 ��� 35589（2番人気）
3連単票数 計 914742 的中 ��� 6605（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．9―11．6―12．2―12．2―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．0―45．6―57．8―1：10．0―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．5―3F38．3

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

勝馬の
紹 介

シゲルオテンバ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2018．2．2生 牝2鹿 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 モンギンゴー号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 モンギンゴー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アオイラブリー号・アルマブレイド号・ヴァシリエフスキー号・エコロワカ号・エフティエトワール号・

キイソアリング号・クイーンシルビア号・サニーオーシャン号・シャドウファックス号・セイレジェンド号・
ドナテッラ号・ノワールドゥジェ号・ノースブリッジ号・ノースランドウィン号・パブリックドメイン号・
リアルドリーム号

25066 9月26日 曇 稍重 （2中山4） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

812 ヘイルメリー 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526＋ 62：02．0 3．3�
22 ラッシュアップ 牡3青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 534＋ 22：02．21� 10．8�
11 マスターワーク 牝3鹿 52 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 アタマ 5．6�
33 トウカイオルデン 牡5鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 476－ 22：02．3� 62．7�
811 マイネルエキサイト 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 494＋ 22：02．51 20．4	
44 クロスザルビコン 牡3青鹿54 横山 武史小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 8 〃 アタマ 6．3

67 ステラドーロ 牝3栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 456－102：02．6� 14．5�
79 マリノジュリア 牝4黒鹿55 内田 博幸�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 454＋162：02．81 58．7�
68 クールウォーター 牝4鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 434＋10 〃 アタマ 3．9
710 ビートザウイングス 	3栗 54 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B470± 02：03．43� 11．1�
55 ロッソモラーレ 牡3芦 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 450± 02：03．61� 44．6�
56 
 コトブキアゲート 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 480－352：04．87 332．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，171，400円 複勝： 72，172，200円 枠連： 12，581，800円
馬連： 80，500，400円 馬単： 34，083，100円 ワイド： 67，345，300円
3連複： 109，729，800円 3連単： 125，449，300円 計： 550，033，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 300円 � 190円 枠 連（2－8） 1，860円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 790円 �� 430円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 14，900円

票 数

単勝票数 計 481714 的中 � 115237（1番人気）
複勝票数 計 721722 的中 � 119583（2番人気）� 53095（6番人気）� 105210（4番人気）
枠連票数 計 125818 的中 （2－8） 5231（10番人気）
馬連票数 計 805004 的中 �� 31087（8番人気）
馬単票数 計 340831 的中 �� 8480（10番人気）
ワイド票数 計 673453 的中 �� 21429（10番人気）�� 43254（1番人気）�� 16326（16番人気）
3連複票数 計1097298 的中 ��� 23925（7番人気）
3連単票数 計1254493 的中 ��� 6100（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．4―49．5―1：01．9―1：13．9―1：25．6―1：37．3―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘイルメリー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．2．29 中山1着

2017．3．4生 牡3鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 2戦2勝 賞金 13，600，000円
※出走取消馬 ウェストブルック号（疾病〔左前挫跖〕のため）



25067 9月26日 曇 重 （2中山4） 第6日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
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

610 アコルドエール 牡3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 41：52．9 3．1�

22 リンガスウォリアー 牡3栗 54 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 41：53．22 36．3�
711 ファンタスティック 牡4栗 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 61：53．3クビ 10．0�
69 アイスナイン 牡3鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 500＋ 81：53．51� 9．1�
33 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B498＋ 21：53．6クビ 4．4	
58 	 エンパイアカラー 
6黒鹿57 江田 照男 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 512＋ 41：54．23� 40．5

45 	 ホウオウサマンサ 牝5栗 55

53 △菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B468± 01：54．52 75．6�
712 ミャゴラーレ 牡3鹿 54 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 520＋ 41：54．6� 28．8�
57 ワンモアエフォート 牡3栗 54 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 492＋ 21：54．81 15．3
813 ハイエストエンド 
3栗 54 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 496－ 4 〃 アタマ 5．0�
46 グラファイト 
5青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 41：55．01� 20．0�
34 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 57 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 470＋ 2 〃 アタマ 17．7�
814	 ヒロノワカムシャ 
6黒鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 484－ 41：55．1クビ 34．6�
11 ロマンスガッサン 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B498－ 41：56．69 156．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，414，700円 複勝： 55，358，100円 枠連： 13，474，700円
馬連： 73，564，300円 馬単： 28，147，100円 ワイド： 60，038，000円
3連複： 102，444，100円 3連単： 107，856，200円 計： 478，297，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 930円 � 260円 枠 連（2－6） 3，710円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 640円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 14，890円 3 連 単 ��� 73，490円

票 数

単勝票数 計 374147 的中 � 93850（1番人気）
複勝票数 計 553581 的中 � 116090（1番人気）� 11523（12番人気）� 54389（4番人気）
枠連票数 計 134747 的中 （2－6） 2813（15番人気）
馬連票数 計 735643 的中 �� 10913（20番人気）
馬単票数 計 281471 的中 �� 2640（30番人気）
ワイド票数 計 600380 的中 �� 7362（22番人気）�� 25822（4番人気）�� 3048（50番人気）
3連複票数 計1024441 的中 ��� 5158（51番人気）
3連単票数 計1078562 的中 ��� 1064（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．6―50．4―1：02．5―1：14．6―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アコルドエール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．16 中山9着

2017．4．17生 牡3栗 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 9戦2勝 賞金 18，600，000円

25068 9月26日 曇 稍重 （2中山4） 第6日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：32．3良

46 ビッグスモーキー �5鹿 60 植野 貴也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 540＋ 23：38．1 9．3�
22 スマートアペックス 牡3青鹿58 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 476± 03：38．31� 36．3�
33 ネプチュナイト 牡5黒鹿60 小坂 忠士吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 6．1�
814 マサハヤドリーム �8鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－ 23：38．72� 4．5�
11 ナリノレーヴドール 牡5鹿 60 小野寺祐太成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454＋ 43：38．8クビ 118．8�
69 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 B476－ 2 〃 クビ 10．6	
58 コウキチョウサン 牡7鹿 61 高野 和馬
チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 466＋ 8 〃 アタマ 8．3�
34 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496± 03：38．9クビ 127．7�
57 ブレスアロット 牡7栗 60 伴 啓太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480＋ 83：39．11 66．3
712 レンジストライク 牡5黒鹿61 平沢 健治 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 63：39．63 2．9�
45 マイネルヴァッサー 牡7鹿 60 山本 康志 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 63：40．02� 34．5�
813 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 486＋ 23：40．32 25．0�
711 ノーザンクリス 牡5芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 530＋ 63：40．4クビ 17．6�
610
 シングンオフビート �5黒鹿61 金子 光希伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 438＋ 63：46．4大差 49．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，464，500円 複勝： 46，169，200円 枠連： 15，741，900円
馬連： 69，130，900円 馬単： 28，582，700円 ワイド： 51，132，800円
3連複： 111，993，900円 3連単： 122，862，000円 計： 480，077，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 860円 � 290円 枠 連（2－4） 9，330円

馬 連 �� 13，410円 馬 単 �� 25，670円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 1，110円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 127，980円

票 数

単勝票数 計 344645 的中 � 29559（5番人気）
複勝票数 計 461692 的中 � 47455（4番人気）� 12079（9番人気）� 44463（5番人気）
枠連票数 計 157419 的中 （2－4） 1307（21番人気）
馬連票数 計 691309 的中 �� 3994（38番人気）
馬単票数 計 285827 的中 �� 835（71番人気）
ワイド票数 計 511328 的中 �� 3480（38番人気）�� 12276（13番人気）�� 4252（34番人気）
3連複票数 計1119939 的中 ��� 4357（65番人気）
3連単票数 計1228620 的中 ��� 696（388番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 55．0－3F 41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグスモーキー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．2．24生 �5鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 障害：9戦2勝 賞金 42，644，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ビッグスモーキー号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



25069 9月26日 小雨 稍重 （2中山4） 第6日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．5

良
良

44 オールアットワンス 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440＋101：09．9 6．8�
22 ク ム シ ラ コ 牡2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 454－ 41：10．11	 8．5�
11 ゴールドチャリス 牝2鹿 54 田辺 裕信フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 416＋ 41：10．31
 2．2�
33 � ビゾンテノブファロ 牡2鹿 54 原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 470＋ 4 〃 アタマ 30．7�
66 ニシノアジャスト 牡2青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 510－ 61：10．51	 3．7	
88 ホーキーポーキー 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456－ 61：11．24 18．7

55 マ ル ス 牡2青鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 434－ 6 〃 クビ 17．5�
77 プロトサマニ 牝2芦 54 北村 宏司福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 482－ 61：11．3
 13．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 64，087，400円 複勝： 57，331，900円 枠連： 発売なし
馬連： 89，705，400円 馬単： 48，427，700円 ワイド： 61，580，400円
3連複： 110，586，200円 3連単： 219，041，400円 計： 650，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 530円 �� 290円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 640874 的中 � 79669（3番人気）
複勝票数 計 573319 的中 � 83553（3番人気）� 77702（4番人気）� 161244（1番人気）
馬連票数 計 897054 的中 �� 36281（8番人気）
馬単票数 計 484277 的中 �� 10491（13番人気）
ワイド票数 計 615804 的中 �� 26999（8番人気）�� 57608（2番人気）�� 52371（3番人気）
3連複票数 計1105862 的中 ��� 63923（3番人気）
3連単票数 計2190414 的中 ��� 15272（35番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールアットワンス 
�
父 マ ク フ ィ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．19 福島1着

2018．4．24生 牝2鹿 母 シュプリームギフト 母母 スーヴェニアギフト 2戦2勝 賞金 23，182，000円

25070 9月26日 小雨 稍重 （2中山4） 第6日 第10競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走15時10分 （芝・右）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

33 ダノングロワール 牡3栗 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484± 02：35．0 3．9�
44 ウインキートス 牝3黒鹿52 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 450－12 〃 クビ 3．4�
67 エフェクトオン 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 442± 02：35．1� 5．4�
22 チャロネグロ 牡6黒鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 62：36．58 15．9�
11 ネ ガ イ 牝4鹿 55 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 464＋ 2 〃 クビ 17．7	
55 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿55 横山 典弘�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458＋ 22：36．6クビ 31．5

68 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 57 丸山 元気合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B498＋16 〃 クビ 33．9�
811 ホクセンジョウオー 牝5黒鹿55 武藤 雅大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 492＋ 6 〃 アタマ 151．1�
56 マ ス ラ オ 	6栗 57 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 446± 02：36．91
 95．3
79 カ ン バ ラ 牝3栗 52 戸崎 圭太ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 0 〃 クビ 3．9�
812 ブレーナード 牡3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 438± 02：37．0� 17．4�
710 ツクバソヴァール 牡4黒鹿57 内田 博幸細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 480－ 42：37．1クビ 48．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，806，800円 複勝： 98，889，900円 枠連： 22，279，300円
馬連： 155，358，800円 馬単： 60，948，600円 ワイド： 105，025，700円
3連複： 230，051，300円 3連単： 277，161，400円 計： 1，019，521，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 150円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 370円 �� 370円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 698068 的中 � 141221（2番人気）
複勝票数 計 988899 的中 � 173524（2番人気）� 146562（4番人気）� 180176（1番人気）
枠連票数 計 222793 的中 （3－4） 19264（3番人気）
馬連票数 計1553588 的中 �� 137390（2番人気）
馬単票数 計 609486 的中 �� 23072（7番人気）
ワイド票数 計1050257 的中 �� 71273（5番人気）�� 72694（4番人気）�� 75215（2番人気）
3連複票数 計2300513 的中 ��� 128412（3番人気）
3連単票数 計2771614 的中 ��� 29896（13番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―12．0―12．2―11．7―13．1―12．2―12．6―12．5―12．4―12．4―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．9―30．9―43．1―54．8―1：07．9―1：20．1―1：32．7―1：45．2―1：57．6―2：10．0―2：22．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングロワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sightseeing デビュー 2019．10．6 東京4着

2017．2．2生 牡3栗 母 ソーメニーウェイズ 母母 Happy Scene 6戦3勝 賞金 32，337，000円
※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 イチダイ号・サトノゴールド号



25071 9月26日 小雨 重 （2中山4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

78 ヒデノヴィーナス 牝4栗 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 464－ 61：08．5レコード 3．4�
66 	 リュウノユキナ 牡5芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B502＋ 41：08．92
 15．4�
44 ルッジェーロ �5黒鹿56 武藤 雅村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510＋ 21：09．11� 12．3�
810 ウルトラマリン 牝3栗 52 横山 典弘 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 480＋ 21：09．2 1．9�
55 ノーフィアー 牡6栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 500＋ 61：09．51 21．0�
22 スナークライデン 牡6芦 56 津村 明秀杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476－ 41：09．6
 82．7	
67 タ テ ヤ マ 牡6栗 57 石橋 脩小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 464－101：09．91
 62．2

79 エルモンストロ 牡4鹿 56 M．デムーロ�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 468－ 41：10．0
 24．5�
11 レッドアネラ 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 500－ 8 〃 ハナ 7．4
33 	 サザンヴィグラス 牡5鹿 56 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 482－101：10．1 32．2�
811 アシャカダイキ 牝6鹿 54 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 504－101：10．41 74．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 113，277，600円 複勝： 139，209，900円 枠連： 44，286，500円
馬連： 290，496，000円 馬単： 139，810，500円 ワイド： 186，453，600円
3連複： 428，001，100円 3連単： 732，270，600円 計： 2，073，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 280円 � 240円 枠 連（6－7） 1，700円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 530円 �� 360円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計1132776 的中 � 264599（2番人気）
複勝票数 計1392099 的中 � 307621（2番人気）� 108408（5番人気）� 135611（3番人気）
枠連票数 計 442865 的中 （6－7） 20140（8番人気）
馬連票数 計2904960 的中 �� 126871（7番人気）
馬単票数 計1398105 的中 �� 38574（9番人気）
ワイド票数 計1864536 的中 �� 90709（6番人気）�� 142881（2番人気）�� 34390（15番人気）
3連複票数 計4280011 的中 ��� 78608（12番人気）
3連単票数 計7322706 的中 ��� 32210（50番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒデノヴィーナス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．15 阪神2着

2016．5．27生 牝4栗 母 タカラハーバー 母母 タカラサイレンス 12戦5勝 賞金 97，604，000円

25072 9月26日 小雨 重 （2中山4） 第6日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ダンツエリーゼ 牝3青鹿52 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 520± 01：51．7 2．8�
611 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 田辺 裕信水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－ 2 〃 クビ 8．7�
35 ペイシャノリッジ 牝3鹿 52

51 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 424± 01：52．01� 19．5�
24 エンドーツダ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 454＋ 41：52．42� 12．4�
12 ペイシャキュウ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 448－ 21：52．5� 10．0�
815 カリーニョミノル 牝6鹿 55 北村 宏司吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496－ 2 〃 ハナ 49．5�
816 オデュッセイア 牝5栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：52．71 74．2	
11 ロジシルキー 牝4黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 556＋ 81：53．01� 21．0

510 シャルロッテミノル 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 528－ 81：53．53 5．3�
47 ケイツーリラ 牝5青鹿55 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 458＋ 21：53．6� 209．8�
713 グ ロ グ ラ ン 牝5栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 486＋ 2 〃 ハナ 12．9
612 レトロフィット 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 482－ 21：53．7クビ 7．7�
23 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 武藤 雅大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 520＋ 61：54．12� 71．0�
48 ミンネザング 牝6鹿 55

53 △菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488± 01：54．2クビ 168．7�

59 アラゴネーゼ 牝4芦 55 横山 武史�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482－ 41：54．83� 17．5�
36 ランペドゥーザ 牝4栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 486＋ 2 （競走中止） 333．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，868，300円 複勝： 138，569，200円 枠連： 48，122，600円
馬連： 199，949，700円 馬単： 71，956，800円 ワイド： 170，660，200円
3連複： 344，580，300円 3連単： 345，361，500円 計： 1，413，068，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 240円 � 430円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，290円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 27，050円

票 数

単勝票数 計 938683 的中 � 259880（1番人気）
複勝票数 計1385692 的中 � 252856（1番人気）� 145772（4番人気）� 68587（9番人気）
枠連票数 計 481226 的中 （6－7） 63458（1番人気）
馬連票数 計1999497 的中 �� 125754（1番人気）
馬単票数 計 719568 的中 �� 29854（1番人気）
ワイド票数 計1706602 的中 �� 89217（1番人気）�� 33280（16番人気）�� 19091（31番人気）
3連複票数 計3445803 的中 ��� 31940（23番人気）
3連単票数 計3453615 的中 ��� 9256（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―49．8―1：01．7―1：13．8―1：26．2―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
10，5（2，15）3（1，4，11）9，8（7，13）－（12，16）＝14＝6・（10，5）15（2，11）3（1，4，9）（7，8，13）16，12－14＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツエリーゼ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．2．9 京都8着

2017．5．19生 牝3青鹿 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 10戦3勝 賞金 31，110，000円
〔競走中止〕 ランペドゥーザ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。



（2中山4）第6日 9月26日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

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

242，390，000円
8，210，000円
32，990，000円
1，390，000円
27，910，000円
71，503，500円
5，308，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
664，892，300円
907，083，400円
225，646，700円
1，273，731，600円
553，749，800円
987，089，300円
1，929，326，400円
2，449，856，400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 8，991，375，900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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