
25037 9月19日 晴 重 （3中山4） 第4日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時05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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

22 アポロリヤム 牡2青 54 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 438－ 81：11．6 2．7�
58 ビップアクア 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 434－ 61：11．7� 23．3�
35 カルーナブルガリス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 448－ 41：12．22� 3．7�

815 スピードドリブン 牡2鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 502＋ 2 〃 クビ 5．7�
59 ミヤビクライ 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 466＋ 81：12．3クビ 12．8�
23 スノーフォックス �2黒鹿54 江田 照男ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 6 〃 クビ 24．1	
712 フ リ フ リ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 436－ 41：12．51 12．3

610 クラウンシューター 牡2黒鹿54 津村 明秀杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 B474－ 21：12．61 36．2�
814 カシノリバイアサン 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 434－ 41：12．7クビ 165．5�
11 ナナコロビヤオキ 牡2鹿 54 杉原 誠人ミルファーム 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 468± 01：12．91� 49．3�
713 シ ー イ ン グ 牝2青鹿54 柴田 大知平川 浩之氏 粕谷 昌央 新冠 森永 聡 472－ 81：13．0� 55．4�
46 トラストパッキャオ 牝2栗 54 菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 456＋ 21：13．21 16．7�
611 アストラガルス 牡2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 452＋ 61：13．62� 138．5�
47 ピンクパフェ 牝2鹿 54 嶋田 純次ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 山際 智 420＋ 61：15．08 234．6�
34 シースパロー 牡2栗 54 宮崎 北斗長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 株式会社 ホース・

マネジメント・ボス 470 ―1：24．1大差 213．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，878，400円 複勝： 56，699，000円 枠連： 15，026，600円
馬連： 73，439，300円 馬単： 33，123，700円 ワイド： 65，754，000円
3連複： 119，171，600円 3連単： 122，540，300円 計： 530，632，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 370円 � 130円 枠 連（2－5） 840円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 300円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 16，010円

票 数

単勝票数 計 448784 的中 � 133065（1番人気）
複勝票数 計 566990 的中 � 129448（2番人気）� 25235（8番人気）� 133512（1番人気）
枠連票数 計 150266 的中 （2－5） 13709（3番人気）
馬連票数 計 734393 的中 �� 17516（14番人気）
馬単票数 計 331237 的中 �� 5122（18番人気）
ワイド票数 計 657540 的中 �� 14542（16番人気）�� 63496（1番人気）�� 22079（7番人気）
3連複票数 計1191716 的中 ��� 34733（5番人気）
3連単票数 計1225403 的中 ��� 5549（34番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．9―11．7―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．0―44．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．6
3 ・（5，6，15）－（2，10，13）（11，8）3－14－7（1，12）－9＝4 4 5－（6，15）－（2，10，13）8－11，3，14－1，12，7－9＝4

勝馬の
紹 介

アポロリヤム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2021．6．20 札幌8着

2019．3．12生 牡2青 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 アポロリヤム号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シースパロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月19日まで平地競走

に出走できない。

25038 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第2競走 ��2，000�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
1：58．9
1：58．9

良
良

812 ボーンディスウェイ 牡2黒鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 478± 02：02．8 7．5�
710 ディープレイヤー 牡2黒鹿54 大野 拓弥嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472－ 42：02．9� 2．2�
813 ラ フ シ ー 牡2青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 82：03．11� 17．3�
69 マ リ ネ ロ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 62：03．2� 7．6�
711 ヴァンデスト 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 394－ 4 〃 アタマ 69．5	
45 エ テ ル ナ 牡2鹿 54 吉田 豊小林 博雄氏 古賀 史生 新冠 秋田牧場 476＋ 42：03．51� 15．3

68 ルイナールカズマ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 490＋ 82：04．03 233．2�
56 ヴァンシャンテ 牝2青鹿54 菅原 明良河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 408－ 42：04．1� 17．1�
22 ミヤコプレジール 牡2栗 54 M．デムーロ吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 536＋ 4 〃 ハナ 4．1
11 トウカイファクター 牡2青鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 446－ 82：04．52 81．8�
44 ヴェルダット 牡2鹿 54 内田 博幸八嶋 長久氏 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 496± 02：06．210 163．2�
33 オ リ ベ 牡2鹿 54 原田 和真 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 平取 稲原牧場 480－ 22：06．41� 275．6�
57 オヒロイチョウサン 牡2鹿 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 452＋ 22：07．35 202．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，852，400円 複勝： 63，733，600円 枠連： 12，532，200円
馬連： 77，197，400円 馬単： 37，873，100円 ワイド： 61，020，300円
3連複： 120，101，000円 3連単： 146，166，900円 計： 564，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 170円 � 120円 � 280円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 280円 �� 990円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 458524 的中 � 51616（3番人気）
複勝票数 計 637336 的中 � 94469（3番人気）� 181695（1番人気）� 41443（5番人気）
枠連票数 計 125322 的中 （7－8） 19194（2番人気）
馬連票数 計 771974 的中 �� 107163（2番人気）
馬単票数 計 378731 的中 �� 17546（5番人気）
ワイド票数 計 610203 的中 �� 62633（2番人気）�� 14367（13番人気）�� 20489（9番人気）
3連複票数 計1201010 的中 ��� 36467（10番人気）
3連単票数 計1461669 的中 ��� 8838（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．2―50．7―1：03．3―1：15．0―1：27．2―1：38．9―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボーンディスウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Platini デビュー 2021．7．4 福島2着

2019．5．19生 牡2黒鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 3戦1勝 賞金 9，200，000円

第４回 中山競馬 第４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



25039 9月19日 晴 重 （3中山4） 第4日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時05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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

55 ネ フ ィ リ ム 牡2鹿 54 柴山 雄一フィールドレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 550－ 21：54．7 11．1�
89 ラインメッセージ 牡2鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 480＋ 61：54．91� 5．8�
78 トーセンコップ 牡2栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B476－ 21：55．0アタマ 10．6�
77 ニシノアンドレア 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 502＋ 21：55．1� 1．4�
810 エ ン ベ ル ト 牡2栗 54 勝浦 正樹八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 428＋ 21：55．2� 66．8�
11 ショウナンダイコク 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 新谷 功一 日高 天羽牧場 494± 01：56．47 39．7	
22 コスモサルム 牡2栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 クビ 12．3�
33 マールムキトレウム 牝2黒鹿54 杉原 誠人
ミルファーム 南田美知雄 日高 石原牧場 420－ 41：57．14 91．8�
44 スターオブノワール 牝2芦 54 石川裕紀人光安 了氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 434± 01：59．0大差 25．5
66 カシノイースター 牡2栗 54

51 ▲小林 脩斗柏木 務氏 和田 雄二 浦河 坂本 晴美 456－102：01．1大差 174．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，671，000円 複勝： 130，848，000円 枠連： 10，762，300円
馬連： 51，715，600円 馬単： 41，602，600円 ワイド： 43，287，500円
3連複： 85，254，300円 3連単： 185，735，700円 計： 589，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 810円 � 390円 � 560円 枠 連（5－8） 2，340円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 810円 �� 900円 �� 500円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 44，060円

票 数

単勝票数 計 406710 的中 � 30964（4番人気）
複勝票数 計1308480 的中 � 40578（4番人気）� 94285（2番人気）� 60926（3番人気）
枠連票数 計 107623 的中 （5－8） 3563（6番人気）
馬連票数 計 517156 的中 �� 11015（10番人気）
馬単票数 計 416026 的中 �� 4003（18番人気）
ワイド票数 計 432875 的中 �� 13524（9番人気）�� 12029（10番人気）�� 23145（5番人気）
3連複票数 計 852543 的中 ��� 8946（19番人気）
3連単票数 計1857357 的中 ��� 3056（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．3―51．3―1：03．4―1：15．4―1：27．5―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．3
1
3
・（7，9）（2，10）8，4（1，3）－5＝6・（7，9）（2，10）5，8（1，4）－3－6

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

勝馬の
紹 介

ネ フ ィ リ ム �
�
父 California Chrome �

�
母父 Street Sense デビュー 2021．9．5 小倉10着

2019．3．24生 牡2鹿 母 ライクアミリオン 母母 Million Seller 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノイースター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月19日まで平地競

走に出走できない。

25040 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時35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
1：07．8
1：07．5

良
良

36 ア ポ ロ ル タ 牝2鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 430 ―1：09．3 7．5�
12 スンヌンタイ 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 498 ―1：09．4� 5．1�
48 アイムファイン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 408 ―1：09．82� 23．0�
47 アメイジングアイル 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 402 ―1：09．9� 6．1�

35 トゥルーブルー 牡2黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社
安達牧場 428 ― 〃 クビ 75．1�

59 ルナエルモッサ 牝2栗 54
52 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：10．0� 11．6	

816 ランパデール 牝2鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 410 ― 〃 アタマ 6．4


23 タイセイクレセント 牡2鹿 54
53 ☆斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 466 ― 〃 ハナ 7．2�

510 ヴェルデヴェント 牝2芦 54 菊沢 一樹井手 慶祐氏 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 450 ―1：10．42� 53．9�
24 チョウジュクムスメ 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 スウィング

フィールド牧場 454 ―1：10．72 121．8
11 アトラクティッド 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 426 ―1：10．91 99．5�
714 クロースコンバット 牡2鹿 54 菅原 明良吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 486 ―1：11．11� 7．2�
611 ジェムストーン 牡2芦 54

53 ☆木幡 育也長島 利治氏 高橋 文雅 浦河 信岡牧場 438 ― 〃 クビ 81．3�
713 トリップダンサー 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 大道牧場 434 ―1：12．58 133．5�
612 リネンエール 牝2栗 54 丸田 恭介戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 476 ―1：12．92� 162．1�
815 アニーアイル 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 472 ―1：13．11� 17．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，447，200円 複勝： 54，679，800円 枠連： 16，455，400円
馬連： 70，959，200円 馬単： 31，087，600円 ワイド： 56，636，600円
3連複： 103，977，600円 3連単： 105，872，300円 計： 484，115，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 170円 � 560円 枠 連（1－3） 1，550円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，980円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 45，580円

票 数

単勝票数 計 444472 的中 � 49737（6番人気）
複勝票数 計 546798 的中 � 57959（5番人気）� 104208（1番人気）� 20063（9番人気）
枠連票数 計 164554 的中 （1－3） 8210（6番人気）
馬連票数 計 709592 的中 �� 32744（3番人気）
馬単票数 計 310876 的中 �� 6705（7番人気）
ワイド票数 計 566366 的中 �� 21010（5番人気）�� 7218（28番人気）�� 6104（31番人気）
3連複票数 計1039776 的中 ��� 7210（43番人気）
3連単票数 計1058723 的中 ��� 1684（180番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ル タ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．2．26生 牝2鹿 母 アンジュデトワール 母母 エンゼルカロ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アメイジングアイル号の騎手原優介は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

アメイジングアイル号の騎手原優介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
アメイジングアイル号の騎手原優介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5
番）



25041 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

牝；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

23 ア ン ク ロ ワ 牝2鹿 54 横山 和生 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 422 ―1：35．3 2．8�
24 ランプロティタ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：35．72� 31．8�
36 ベアクイーン 牝2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 416 ―1：36．01� 41．8�
12 セイウンコチョウ 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 412 ―1：36．21� 76．8�
611 マルアズール 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 404 ― 〃 クビ 8．9�
510 タマノフィオーレ 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 442 ―1：36．3� 23．6	
612 トーセンフルヴィア 牝2芦 54

52 ◇藤田菜七子島川 
哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ
スティファーム 430 ―1：36．4クビ 15．1�

816 シャノワール 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 クビ 52．5�
35 マイスイートハート 牝2黒鹿54 田辺 裕信村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 510 ―1：36．61 6．6
713 シェヘラザード 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵フェニックスレーシング 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 470 ― 〃 クビ 16．3�
11 ピ キ プ ア 牝2鹿 54 川島 信二山口 正行氏 新谷 功一 浦河 田中スタッド 428 ―1：36．81� 15．0�
815 アロマフォルテ 牝2鹿 54 内田 博幸清川 信弘氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 啓雅 442 ―1：37．01� 113．1�
48 ベルマーレミノル 牝2栗 54 武藤 雅吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498 ―1：37．52� 4．9�
714 キャリアデザイン 牝2黒鹿54 丸山 元気�明栄商事 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 484 ―1：37．71� 25．1�
47 サ ラ ー ラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 416 ―1：38．01� 234．7�
59 ワッチャネイム 牝2芦 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 シグラップファーム 460 ―1：38．32 167．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，074，200円 複勝： 50，050，800円 枠連： 17，396，500円
馬連： 65，836，000円 馬単： 30，996，900円 ワイド： 56，516，300円
3連複： 103，496，500円 3連単： 109，191，800円 計： 477，559，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 630円 � 880円 枠 連（2－2） 4，760円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，530円 �� 6，460円

3 連 複 ��� 22，630円 3 連 単 ��� 76，630円

票 数

単勝票数 計 440742 的中 � 127730（1番人気）
複勝票数 計 500508 的中 � 120773（1番人気）� 16867（9番人気）� 11568（11番人気）
枠連票数 計 173965 的中 （2－2） 2828（17番人気）
馬連票数 計 658360 的中 �� 12405（14番人気）
馬単票数 計 309969 的中 �� 4019（21番人気）
ワイド票数 計 565163 的中 �� 13755（12番人気）�� 9541（16番人気）�� 2181（60番人気）
3連複票数 計1034965 的中 ��� 3430（70番人気）
3連単票数 計1091918 的中 ��� 1033（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．7―59．8―1：11．5―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ア ン ク ロ ワ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．3．9生 牝2鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイレ号・アメトリーチェ号・ゴールデンアワー号・ファロロジー号・フォーユーランラン号・モントブレッチア号

25042 9月19日 晴 重 （3中山4） 第4日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

611 エバーサニーハート 牡3黒鹿55 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 490＋ 81：10．6 4．3�
815 フォックススリープ 牡3鹿 55 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B468－ 61：10．7� 4．1�
59 スラップショット 牡3鹿 55 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 498± 0 〃 ハナ 6．6�
47 フェスティヴノンノ 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 464＋161：11．01� 61．0�
22 � ヴァンデリオン 牡4栗 57 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 484＋ 2 〃 クビ 3．4�
34 	 ジャヌーテソーロ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 田中 剛 新冠 石郷岡 雅樹 522－ 41：11．21
 168．1	

58 	 トランペットシェル 牡4芦 57
56 ☆木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 498＋ 21：11．3� 13．3


23 スターファイター 牡4鹿 57 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 484＋ 4 〃 アタマ 15．9�
712 ヨシオドライヴ 牡4黒鹿57 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 496－101：11．4� 31．4�
35 ツインシップ 牡4芦 57 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442－ 81：11．5クビ 44．4
46 エピックガール 牝5鹿 55 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 452＋10 〃 ハナ 18．6�
814 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 横山 和生大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458± 01：11．82 108．7�
713 ニシノエルサ 牝3芦 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 446＋10 〃 ハナ 22．6�
11 プレジールドビブル 牡4鹿 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 468－ 61：11．9� 78．1�
610 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿55 小野寺祐太福島 祐子氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 B492－ 41：12．0� 272．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，049，500円 複勝： 64，328，100円 枠連： 18，786，900円
馬連： 85，959，300円 馬単： 35，314，400円 ワイド： 68，940，400円
3連複： 127，451，000円 3連単： 133，893，000円 計： 578，722，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 170円 � 200円 枠 連（6－8） 1，050円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 11，460円

票 数

単勝票数 計 440495 的中 � 81263（3番人気）
複勝票数 計 643281 的中 � 125406（2番人気）� 100838（3番人気）� 75338（4番人気）
枠連票数 計 187869 的中 （6－8） 13795（4番人気）
馬連票数 計 859593 的中 �� 62983（3番人気）
馬単票数 計 353144 的中 �� 11478（7番人気）
ワイド票数 計 689404 的中 �� 42730（3番人気）�� 36977（5番人気）�� 30686（6番人気）
3連複票数 計1274510 的中 ��� 46316（3番人気）
3連単票数 計1338930 的中 ��� 8467（20番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーサニーハート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．26 中山15着

2018．3．22生 牡3黒鹿 母 キープサニーハート 母母 サニーアンジェリカ 11戦2勝 賞金 21，970，000円



25043 9月19日 晴 良 （3中山4） 第4日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

35 ヤマニンデンファレ 牝3芦 52 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 474＋121：48．1 35．9�
712 アインゲーブング 牝3鹿 52 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：48．3� 4．7�
58 クライミングリリー 牝3鹿 52 横山 武史 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 458－101：48．4� 4．5�
22 ウインアルカンナ 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 6 〃 ハナ 15．5�
611 トゥルーアート 牝3鹿 52 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458－ 41：48．5� 10．4	
610 シャインユニバンス 牝3鹿 52 菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 414－ 41：48．6� 15．9

34 ヒットザシーン 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �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 474± 0 〃 アタマ 9．2�
814 レッジャードロ 牝3栗 52 柴田 善臣大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 440＋ 61：48．7� 27．3�
46 ロックオンエイム 牝3黒鹿52 横山 和生 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 452－141：48．8� 12．6
11 アイオープナー 牝4青 55

52 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 440＋321：49．01� 58．2�

713 トーセンメラニー 牝3黒鹿52 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 468± 0 〃 クビ 4．3�

47 ララサンスフル 牝3黒鹿52 大野 拓弥フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 494－ 21：49．1クビ 18．5�
（法942）

815 デンセツノマジョ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 460－121：49．2� 73．4�
23 � ココリミネルヴァ 牝4黒鹿55 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 432－131：49．3� 129．8�
59 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：49．4クビ 49．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，439，600円 複勝： 77，781，400円 枠連： 23，776，400円
馬連： 97，089，500円 馬単： 35，497，200円 ワイド： 81，195，500円
3連複： 146，022，900円 3連単： 148，424，400円 計： 659，226，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 750円 � 170円 � 200円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 8，470円 馬 単 �� 21，600円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 3，160円 �� 570円

3 連 複 ��� 13，400円 3 連 単 ��� 121，860円

票 数

単勝票数 計 494396 的中 � 11016（11番人気）
複勝票数 計 777814 的中 � 20161（11番人気）� 139218（2番人気）� 110501（3番人気）
枠連票数 計 237764 的中 （3－7） 22790（3番人気）
馬連票数 計 970895 的中 �� 8875（32番人気）
馬単票数 計 354972 的中 �� 1232（76番人気）
ワイド票数 計 811955 的中 �� 7652（32番人気）�� 6345（42番人気）�� 39055（3番人気）
3連複票数 計1460229 的中 ��� 8168（43番人気）
3連単票数 計1484244 的中 ��� 883（407番人気）

ハロンタイム 12．8―12．5―12．1―12．5―11．8―11．8―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―37．4―49．9―1：01．7―1：13．5―1：24．9―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンデンファレ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．19 福島5着

2018．4．8生 牝3芦 母 ヤマニンアドーレ 母母 ヤマニンアラバスタ 10戦2勝 賞金 13，400，000円

25044 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第8競走 2，400�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （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
2：28．8
2：28．6

重
不良

57 ダノンラスター �5鹿 57 石橋 脩�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B456－ 62：32．1 3．2�
22 ヤマノマタカ 牡4鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B474－122：33．48 14．0�
812 ローズボウル 牡3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 504－ 22：33．61 3．0�
45 ウインザナドゥ 牡3栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 460＋162：34．66 3．7�
813 オ ー マ オ 牡5栗 57 横山 和生吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452＋ 22：34．81� 26．6�
710 ペイシャオウユー 牝3栗 52

50 △秋山 稔樹北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 464＋ 82：35．11� 60．4	
56 アシェットデセール 牡4青鹿57 菅原 明良 
キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 22：35．63 25．2�
711� ホウオウサマンサ 牝6栗 55

52 ▲永野 猛蔵小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B468－122：36．24 108．4�
68 ジュンキリタップ 牡3芦 54 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 504± 02：36．3クビ 12．9
69 パーディシャー 牡4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－ 62：36．4� 16．3�
11 カ ザ ル ス 牡3栗 54

51 ▲原 優介浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498＋ 42：37．35 280．5�
33 � ゾ ロ 牡5栗 57 菊沢 一樹北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 470－ 82：37．83� 47．5�
44 フォスキーア �3栗 54 内田 博幸山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B486＋ 92：40．6大差 49．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，612，700円 複勝： 66，585，200円 枠連： 18，929，500円
馬連： 97，774，300円 馬単： 41，338，300円 ワイド： 69，085，700円
3連複： 143，709，800円 3連単： 176，022，900円 計： 665，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 270円 � 130円 枠 連（2－5） 2，340円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 630円 �� 230円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 516127 的中 � 126355（2番人気）
複勝票数 計 665852 的中 � 140103（2番人気）� 44253（5番人気）� 152582（1番人気）
枠連票数 計 189295 的中 （2－5） 6248（8番人気）
馬連票数 計 977743 的中 �� 33120（7番人気）
馬単票数 計 413383 的中 �� 9035（10番人気）
ワイド票数 計 690857 的中 �� 25623（5番人気）�� 89211（1番人気）�� 22437（8番人気）
3連複票数 計1437098 的中 ��� 59837（3番人気）
3連単票数 計1760229 的中 ��� 10939（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．5―13．6―14．0―13．6―12．2―12．1―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―36．0―48．5―1：02．1―1：16．1―1：29．7―1：41．9―1：54．0―2：06．2―2：18．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンラスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Majestic Warrior デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．2．12生 �5鹿 母 プリンセスオブシルマー 母母 Storm Dixie 9戦2勝 賞金 25，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォスキーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月19日まで平地競走

に出走できない。



25045 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第9競走 ��1，200�
う ら や す

浦 安 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

59 サイファーシチー 牡3栗 55 永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋ 41：10．0 3．3�
35 アウトウッズ 牡4鹿 57 津村 明秀林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 528＋ 2 〃 クビ 19．8�
713 レッドランサー 牡6黒鹿57 横山 武史 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 466± 01：10．1クビ 3．0�
610 カンタベリーマッハ 牡3鹿 55 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 498－ 4 〃 ハナ 23．4�
23 � ジェットマックス 牡4鹿 57 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 510－ 61：10．31� 8．4�
815 ホウオウジャッジ 牡6鹿 57 横山 和生小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：10．61� 7．7	
712 ヒートライトニング 牝4栗 55 秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B474－ 61：10．7クビ 16．9

58 パイプライン 	4鹿 57 柴山 雄一青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 482－ 4 〃 クビ 19．2�
11 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502＋ 41：11．01� 53．4
46 
 トウキョウボーイ 牡3栗 55 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 門別 敏朗 472－ 41：11．53 172．6�
47 タイセイビルダー 牡5栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム B522－111：11．6クビ 14．5�
814 リフタスフェルト 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 2 〃 クビ 60．4�
22 グローサーベア 	4芦 57 石川裕紀人 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 478＋101：11．91� 27．0�
34 アシャカマキシン 牡5栗 57 丹内 祐次吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 478＋16 〃 ハナ 70．4�
611
 スズノフブキ 	7鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 494＋ 4 〃 ハナ 72．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，585，400円 複勝： 67，004，500円 枠連： 26，523，500円
馬連： 129，191，600円 馬単： 49，628，300円 ワイド： 92，883，400円
3連複： 190，168，100円 3連単： 229，074，900円 計： 839，059，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 430円 � 120円 枠 連（3－5） 2，780円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 230円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 21，900円

票 数

単勝票数 計 545854 的中 � 129435（2番人気）
複勝票数 計 670045 的中 � 148380（2番人気）� 24553（9番人気）� 174126（1番人気）
枠連票数 計 265235 的中 （3－5） 7369（11番人気）
馬連票数 計1291916 的中 �� 27137（13番人気）
馬単票数 計 496283 的中 �� 7335（16番人気）
ワイド票数 計 928834 的中 �� 16778（14番人気）�� 129708（1番人気）�� 15876（17番人気）
3連複票数 計1901681 的中 ��� 40724（8番人気）
3連単票数 計2290749 的中 ��� 7582（46番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．6―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイファーシチー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．10．3 中山1着

2018．5．6生 牡3栗 母 アイシークレット 母母 ワンモアヒット 8戦3勝 賞金 35，357，000円
※出走取消馬 ブーケオブアイリス号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 エリモグリッター号・キモンブラウン号・コパノジャンピング号・コルニリア号・ゴーゴーレイワ号・

ジャックオレンジ号・ジューンステータス号・ナンゴクアイネット号・フリード号・ワーズワース号

25046 9月19日 晴 良 （3中山4） 第4日 第10競走 ��
��1，800�レインボーステークス

発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�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 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
1：43．8

良
良

23 ゴルトベルク 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－141：46．9 4．4�
610 ホウオウエミーズ 牝4鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 アタマ 9．6�
35 フィオリキアリ 牝4鹿 55 横山 武史槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 61：47．01 8．3�
58 モ ク レ レ �7黒鹿57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 81：47．21 23．5�
47 コ コ ニ ア ル 牝4栗 55 勝浦 正樹村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 6 〃 ハナ 85．8	
22 ヴ ァ ト レ ニ �3鹿 54 横山 和生野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 444－ 4 〃 クビ 3．2

46 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B496＋ 21：47．3クビ 31．2�
712 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿57 津村 明秀土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 450＋ 2 〃 アタマ 115．8�
11 パラスアテナ 牝4鹿 55 三浦 皇成広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 446± 01：47．41 7．2
611 トラストケンシン 牡6鹿 57 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464＋ 2 〃 アタマ 26．1�
34 アールクインダム 牝4黒鹿55 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 476＋101：47．71	 11．1�
815 レッドイグニス �8黒鹿57 武藤 雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B468＋ 41：48．02 247．8�
713 シングフォーユー 牝5鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 486± 01：48．1クビ 19．9�
814 デュアライズ 牡5黒鹿57 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 454＋ 21：48．31
 33．7�
59 モンテグロッソ 牡6青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 クビ 18．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 75，840，900円 複勝： 100，793，200円 枠連： 38，837，300円
馬連： 191，448，000円 馬単： 68，151，500円 ワイド： 133，010，000円
3連複： 290，488，700円 3連単： 311，373，100円 計： 1，209，942，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 250円 � 300円 枠 連（2－6） 660円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 680円 �� 710円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 758409 的中 � 135135（2番人気）
複勝票数 計1007932 的中 � 188810（1番人気）� 99624（4番人気）� 76164（5番人気）
枠連票数 計 388373 的中 （2－6） 45100（2番人気）
馬連票数 計1914480 的中 �� 99864（3番人気）
馬単票数 計 681515 的中 �� 20823（5番人気）
ワイド票数 計1330100 的中 �� 51381（5番人気）�� 48799（6番人気）�� 22137（17番人気）
3連複票数 計2904887 的中 ��� 58859（7番人気）
3連単票数 計3113731 的中 ��� 15162（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―36．7―48．7―1：00．2―1：11．8―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴルトベルク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．11．16 東京2着

2017．2．18生 牝4黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 8戦4勝 賞金 60，571，000円

１レース目 ３レース目



25047 9月19日 晴 稍重 （3中山4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

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53�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
53�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）

ラジオ日本賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ケイアイパープル 牡5鹿 57 中井 裕二 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 504± 01：50．7 10．1�
12 ホウオウトゥルース 	5栗 56 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：51．01
 8．5�
23 サンダーブリッツ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 498－ 41：51．1クビ 6．1�
713 クレスコブレイブ 牡7栗 56 勝浦 正樹堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B516－ 61：51．21 77．9�
816� ヴェルテックス 牡4栗 56 津村 明秀 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B520－101：51．62� 23．7	
36 ネオブレイブ 牡5栗 56 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 514－101：51．7アタマ 35．5

714 ダノンファスト 牡4黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466＋ 61：51．8� 16．2�
612 ベルダーイメル 牡4鹿 56 横山 武史ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 456－ 4 〃 クビ 3．8�
510 ハギノアトラス 牡5栗 56 武藤 雅安岡美津子氏 島 一歩 浦河 村下 明博 484－ 21：52．65 37．7
24 エブリワンブラック 牡4鹿 56 柴山 雄一 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B488＋ 81：53．13 5．7�
611 ブランクエンド 牡5鹿 56 木幡 巧也諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－10 〃 クビ 149．0�
47 ハナズレジェンド 牡8栗 57 菅原 明良広尾レース� 田中 克典 浦河 カナイシスタッド 470± 01：53．2クビ 16．4�
815 メイショウワザシ 牡6栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 530＋ 21：53．73 11．2�
59 ゴ ラ イ ア ス 牡6青鹿56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 502－ 81：54．02 39．1�
11 バ レ ッ テ ィ 	7鹿 56 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 B510＋ 21：54．31� 13．5�
35 � イーグルバローズ 牡7鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 550± 01：58．0大差 121．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 125，686，900円 複勝： 157，712，100円 枠連： 89，819，900円 馬連： 391，044，900円 馬単： 132，722，600円
ワイド： 247，699，500円 3連複： 644，634，600円 3連単： 699，574，200円 5重勝： 638，172，900円 計： 3，127，067，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 370円 � 270円 � 220円 枠 連（1－4） 1，680円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，120円 �� 780円

3 連 複 ��� 9，290円 3 連 単 ��� 52，440円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 378，250円

票 数

単勝票数 計1256869 的中 � 99162（5番人気）
複勝票数 計1577121 的中 � 101570（6番人気）� 155511（4番人気）� 206069（2番人気）
枠連票数 計 898199 的中 （1－4） 41313（7番人気）
馬連票数 計3910449 的中 �� 76218（14番人気）
馬単票数 計1327226 的中 �� 13407（26番人気）
ワイド票数 計2476995 的中 �� 43934（14番人気）�� 56721（10番人気）�� 83964（4番人気）
3連複票数 計6446346 的中 ��� 52002（23番人気）
3連単票数 計6995742 的中 ��� 9671（128番人気）
5重勝票数 計6381729 的中 ����� 1181

ハロンタイム 12．3―11．6―12．3―12．5―11．9―11．9―11．9―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．2―48．7―1：00．6―1：12．5―1：24．4―1：36．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ケイアイパープル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．4．6 阪神1着

2016．4．4生 牡5鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 16戦6勝 賞金 99，221，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーグルバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ドリュウ号・ヒラソール号・ロードアクシス号
（非抽選馬） 1頭 クリノケンリュウ号

25048 9月19日 晴 良 （3中山4） 第4日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．0

良
良

58 � ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456－ 41：08．3 25．2�
23 インヴァネス 牝3青 53 木幡 巧也矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 446＋ 41：08．4� 22．7�
11 ルミナスライン 牝3鹿 53

50 ▲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 440＋241：08．5クビ 5．7�
611� ヤマニンガラッシア 牡4青鹿57 津村 明秀土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 448± 01：08．71 47．5�
815 セイウンダイモス 牡3栗 55 田辺 裕信西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 478－ 4 〃 アタマ 5．9�
22 � シアープレジャー 牝4鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 430－ 2 〃 クビ 61．2	
47 セイラブミー 牝4黒鹿55 嶋田 純次
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462± 0 〃 クビ 10．8�
713 イ ザ ラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 444－ 21：08．8クビ 4．2�
34 � ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 484－ 41：09．12 7．4
712� プレミアムコマチ 牝5鹿 55 武士沢友治
宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 432－ 6 〃 ハナ 219．7�
814 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 444＋ 61：09．2クビ 125．7�
35 オリアメンディ 牝3鹿 53

52 ☆斎藤 新
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 460＋ 8 〃 クビ 9．8�
610 シュルルヴァン 牝4青鹿55 菅原 明良街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 466－ 21：09．3クビ 8．6�
46 � ジッピーレーサー 	4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 466－ 4 〃 クビ 13．5�
59 � レイジングリヴァー 牝4黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 的場牧場 464＋ 61：09．4� 41．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 91，068，700円 複勝： 119，392，500円 枠連： 46，636，800円
馬連： 206，630，900円 馬単： 76，097，600円 ワイド： 162，788，700円
3連複： 330，362，800円 3連単： 361，261，600円 計： 1，394，239，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 510円 � 570円 � 240円 枠 連（2－5） 7，770円

馬 連 �� 26，000円 馬 単 �� 51，460円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 2，320円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 50，850円 3 連 単 ��� 353，930円

票 数

単勝票数 計 910687 的中 � 28802（10番人気）
複勝票数 計1193925 的中 � 57204（9番人気）� 49879（10番人気）� 152051（2番人気）
枠連票数 計 466368 的中 （2－5） 4647（30番人気）
馬連票数 計2066309 的中 �� 6159（66番人気）
馬単票数 計 760976 的中 �� 1109（135番人気）
ワイド票数 計1627887 的中 �� 6767（62番人気）�� 18132（35番人気）�� 23914（25番人気）
3連複票数 計3303628 的中 ��� 4872（167番人気）
3連単票数 計3612616 的中 ��� 740（1039番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―11．1―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．4―44．5―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴィクトワールメイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タバスコキャット

2016．4．19生 牝5黒鹿 母 ヘンメイレン 母母 シークレッツトールド 16戦1勝 賞金 9，650，000円
初出走 JRA

５レース目



（3中山4）第4日 9月19日（日曜日） 晴 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 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

218，300，000円
3，020，000円
31，370，000円
1，530，000円
25，270，000円
75，293，000円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
712，206，900円
1，009，608，200円
335，483，300円
1，538，286，000円
613，433，800円
1，138，817，900円
2，404，838，900円
2，729，131，100円
638，172，900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
5 重 勝
計 11，119，979，000円

総入場人員 3，934名 （有料入場人員 3，648名）
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