
25049 9月20日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3中山4） 第5日 第1競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

58 ブラックムーン 牡9鹿 60 高田 潤 Him Rock Racing
ホールディングス� 辻野 泰之 日高 タバタファーム 492－123：14．4 13．2�

45 モルゲンロート 牡8鹿 60 大江原 圭武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋123：14．5� 5．5�
69 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452± 03：15．67 7．7�
711 サンライズアキレス 牡5芦 60 熊沢 重文松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 518－ 23：15．92 4．8�
610 リバーシブルレーン 牡5青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 434± 03：16．22 10．3�
814 ビップデヴィット 牡6栗 60 五十嵐雄祐鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 484＋ 23：16．3� 4．4	
813 マンハッタンロック 牡7鹿 60 黒岩 悠 
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－ 83：16．4クビ 7．1�
33 カガフラッシュ �3黒鹿58 小野寺祐太香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 464＋ 83：16．61 91．8�
11 ナムラタイガー 牡4鹿 60 中村 将之奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 520－ 63：17．66 11．9
46 	 コルドゥーン 牡5青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 458－ 63：17．92 137．1�
34 	 プラチナポセイドン 牡5芦 60 上野 翔�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472＋ 43：18．0クビ 16．3�
712	 セイカタチバナ 牡4栗 60 蓑島 靖典久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 508＋ 63：20．5大差 115．2�
57 	 ビッグスコール 牡5鹿 60 西村 太一木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 554－ 23：21．45 109．5�
22 
 タ ピ ゾ ー 牡7芦 60 草野 太郎大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford 496＋ 43：24．5大差 55．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，760，200円 複勝： 38，109，000円 枠連： 13，367，100円
馬連： 51，526，300円 馬単： 23，857，800円 ワイド： 41，109，800円
3連複： 89，471，800円 3連単： 94，119，400円 計： 374，321，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 450円 � 210円 � 210円 枠 連（4－5） 5，110円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 13，360円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，310円 �� 680円

3 連 複 ��� 11，070円 3 連 単 ��� 92，270円

票 数

単勝票数 計 227602 的中 � 13742（8番人気）
複勝票数 計 381090 的中 � 18427（9番人気）� 52831（3番人気）� 50981（4番人気）
枠連票数 計 133671 的中 （4－5） 2091（17番人気）
馬連票数 計 515263 的中 �� 6710（26番人気）
馬単票数 計 238578 的中 �� 1428（59番人気）
ワイド票数 計 411098 的中 �� 5911（27番人気）�� 8184（16番人気）�� 16657（8番人気）
3連複票数 計 894718 的中 ��� 6461（44番人気）
3連単票数 計 941194 的中 ��� 816（343番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 52．8－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡9鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 マンハッタンロック号の騎手黒岩悠は，2周目4コーナーで前馬に衝突したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番）

25050 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時40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
1：33．4
1：32．3

良
良

11 サークルオブライフ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 472－ 81：35．4 8．5�
47 ニシノラブウインク 牝2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 456－ 61：35．82� 7．8�
23 ミズノコキュウ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 408＋ 81：36．01� 31．5�
58 ヴィブラフォン 牝2栗 54 菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 クビ 28．7�
611 ア カ ザ 牝2鹿 54 杉原 誠人鈴木 康弘氏 古賀 史生 むかわ 上水牧場 442± 01：36．1� 243．7�
712 プラウドオブユー 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 388＋ 4 〃 クビ 26．5	
59 カヨウネンカ 牝2栗 54 田辺 裕信
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 446＋ 21：36．2� 10．8�
815 ナ ザ レ 牝2鹿 54 池添 謙一 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋101：36．3� 60．3�
46 ショウナンアメリア 牝2黒鹿54 C．ルメール 国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 466－ 21：36．4アタマ 1．5
35 フルティージャ 牝2芦 54 石橋 脩 
社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 36．7�
713 チューウィー 牝2栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 446＋ 21：36．61� 228．4�
22 ナンデフェスティヴ 牝2鹿 54 横山 和生臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 456＋181：36．81� 21．8�
610 イモータルフェイム 牝2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 452－14 〃 クビ 39．4�
814 ク ラ ー ラ 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗
ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 440＋ 81：37．97 383．4�
34 ナリノロンドン 牝2鹿 54 内田 博幸成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 456＋ 8 （競走中止） 104．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，722，100円 複勝： 138，388，300円 枠連： 15，720，400円
馬連： 85，146，000円 馬単： 50，717，900円 ワイド： 81，062，400円
3連複： 144，960，100円 3連単： 198，496，200円 計： 776，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 340円 � 950円 枠 連（1－4） 400円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，780円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 69，700円

票 数

単勝票数 計 617221 的中 � 61558（3番人気）
複勝票数 計1383883 的中 � 131825（2番人気）� 111702（3番人気）� 33709（8番人気）
枠連票数 計 157204 的中 （1－4） 30732（1番人気）
馬連票数 計 851460 的中 �� 22440（9番人気）
馬単票数 計 507179 的中 �� 7082（14番人気）
ワイド票数 計 810624 的中 �� 28822（6番人気）�� 11818（17番人気）�� 14032（14番人気）
3連複票数 計1449601 的中 ��� 8049（35番人気）
3連単票数 計1984962 的中 ��� 2278（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―47．0―59．4―1：11．5―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

サークルオブライフ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2021．8．28 新潟3着

2019．3．24生 牝2鹿 母 シーブリーズライフ 母母 プレシャスライフ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔競走中止〕 ナリノロンドン号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ニシノラブウインク号の騎手丸山元気は，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：14番）
※出走取消馬 プランセスカグヤ号（疾病〔左前肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクラプリエール号

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

第４回 中山競馬 第５日



25051 9月20日 晴 稍重 （3中山4） 第5日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走11時10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

68 エムティゲラン 牡2栗 54 横山 和生�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 440± 01：11．9 14．2�
812 ボルタドマール 牡2鹿 54 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508－ 21：12．53� 1．9�
711 ベアグッジョブ 牡2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 480－ 21：12．71� 10．3�
33 タイセイプロシード 牡2黒鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B470－ 61：12．81 5．2�
69 アンサングヒーロー 牡2鹿 54 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 468＋ 81：12．9クビ 7．9	
22 ダイチラファール 牡2黒鹿54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 432± 01：13．11� 142．4

56 ミュージアムピース 牡2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 438＋ 81：14．69 10．9�
44 グ レ タ 牝2芦 54

52 △秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 464－ 21：14．7� 32．5�
710 シンギングワールド 牡2栗 54 内田 博幸�前川企画 武藤 善則 新冠 隆栄牧場 508＋161：14．8クビ 207．6
11 エ ン ラ イ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 442－ 21：15．22 216．4�
813 ニコニコプン 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子三岡 陽氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 430－ 41：15．41� 114．9�
45 ウインドアベニュー 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵福原 正博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 428－ 61：15．6� 38．3�
57 セピアムーン 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 大栄牧場 410－ 81：16．23� 239．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，190，400円 複勝： 60，612，200円 枠連： 12，339，700円
馬連： 73，523，800円 馬単： 37，445，400円 ワイド： 61，201，900円
3連複： 119，224，700円 3連単： 158，787，700円 計： 570，325，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 220円 � 110円 � 200円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 390円 �� 970円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 16，170円

票 数

単勝票数 計 471904 的中 � 28102（6番人気）
複勝票数 計 606122 的中 � 53551（6番人気）� 201039（1番人気）� 61013（4番人気）
枠連票数 計 123397 的中 （6－8） 20549（1番人気）
馬連票数 計 735238 的中 �� 56263（5番人気）
馬単票数 計 374454 的中 �� 8231（12番人気）
ワイド票数 計 612019 的中 �� 42090（5番人気）�� 14653（13番人気）�� 61843（2番人気）
3連複票数 計1192247 的中 ��� 58841（6番人気）
3連単票数 計1587877 的中 ��� 7853（53番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムティゲラン �
�
父 バンブーエール �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．6．19 札幌2着

2019．5．19生 牡2栗 母 オドゥールゲラン 母母 ヒダカゲラン 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セピアムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月20日まで平地競走

に出走できない。
※セピアムーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25052 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時40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

710 アスクビクターモア 牡2鹿 54 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 468± 01：49．1 2．3�
44 ア サ ヒ 牡2黒鹿54 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 498± 01：49．31� 2．1�
812 メンアットワーク 牡2青鹿54 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 442＋ 61：50．25 7．6�

11 ララパラプリュイ 牝2栗 54 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 41：50．52 45．3�
（法942）

45 レインボーエンゼル 牝2栗 54
51 ▲小林 脩斗�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 472－ 21：50．6� 265．8	

56 シ ャ ン ダ ス 牡2栗 54
52 △秋山 稔樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 460－ 41：50．71 238．1


69 ダンディジャック 牡2黒鹿54 武士沢友治�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 468＋ 21：51．23 49．4�
68 セッタレダスト 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 北光牧場 490± 01：51．3� 37．8�
813 フジシラユキヒメ 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 472＋ 61：51．62 86．1
33 シ グ ナ ス 牡2黒鹿54 松山 弘平山内 晃氏 伊藤 大士 日高 木部ファーム 516－ 41：51．81 15．0�
57 ディアブレリー 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：51．9� 239．8�
711 イエローウィン 牝2黒鹿54 江田 照男平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 470± 01：52．43 98．0�
22 エクラプリエール 牝2鹿 54 丸田 恭介鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 438± 01：52．5� 212．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，590，200円 複勝： 74，953，700円 枠連： 17，833，200円
馬連： 77，885，900円 馬単： 45，466，200円 ワイド： 62，582，200円
3連複： 129，953，300円 3連単： 213，217，100円 計： 680，481，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 120円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 870円

票 数

単勝票数 計 585902 的中 � 210340（2番人気）
複勝票数 計 749537 的中 � 269337（1番人気）� 246301（2番人気）� 84910（3番人気）
枠連票数 計 178332 的中 （4－7） 92175（1番人気）
馬連票数 計 778859 的中 �� 351382（1番人気）
馬単票数 計 454662 的中 �� 103538（2番人気）
ワイド票数 計 625822 的中 �� 194815（1番人気）�� 60358（2番人気）�� 57364（3番人気）
3連複票数 計1299533 的中 ��� 395582（1番人気）
3連単票数 計2132171 的中 ��� 194568（2番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―12．8―12．8―11．3―11．6―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．8―38．6―51．4―1：02．7―1：14．3―1：25．8―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビクターモア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．6．26 東京3着

2019．4．1生 牡2鹿 母 カ ル テ ィ カ 母母 Cayman Sunset 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※エクラプリエール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25053 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時30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

12 ロ ム ネ ヤ 牝2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418 ―1：36．5 3．0�

36 ロードカテドラル 牡2黒鹿54 菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 486 ― 〃 クビ 4．5�
35 オールユアーズ 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426 ―1：37．35 3．9�
612 スピードソルジャー 牡2栗 54 松山 弘平保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490 ―1：37．4� 11．5�
48 レッドリベリウス 牡2黒鹿54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 486 ―1：37．71� 6．2	
611 クイーンカトリーヌ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 434 ―1：37．8� 235．8

24 ダイメイクロフネ 牝2芦 54 江田 照男宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 472 ―1：37．9� 91．6�
510 ノアチェリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 484 ―1：38．11 71．0�
713 ブルボンティアラ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 420 ―1：38．2� 179．3
815 スマイルオンミー 牝2黒鹿54 横山 武史 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 クビ 16．0�
23 マリノニジェール 牝2鹿 54 木幡 巧也�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 434 ―1：38．3クビ 53．0�
11 グランシャーク 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 492 ―1：38．4� 143．3�
714 ショウナンワオン 牝2鹿 54 石川裕紀人�湘南 武市 康男 日高 木村牧場 466 ―1：38．51 157．2�
59 チュウワエース 牡2黒鹿54 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 462 ―1：38．7� 107．3�
816 ド モ ナ ラ ン 牡2鹿 54

52 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 508 ―1：39．65 317．7�
47 スティルバイト 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 南部 功 422 ―1：40．12� 358．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，604，000円 複勝： 61，221，500円 枠連： 16，788，100円
馬連： 78，277，100円 馬単： 36，364，800円 ワイド： 59，047，900円
3連複： 109，359，100円 3連単： 132，420，300円 計： 556，082，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 350円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 290円 �� 320円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 626040 的中 � 170145（1番人気）
複勝票数 計 612215 的中 � 145478（1番人気）� 92978（4番人気）� 105288（2番人気）
枠連票数 計 167881 的中 （1－3） 37881（1番人気）
馬連票数 計 782771 的中 �� 91409（2番人気）
馬単票数 計 363648 的中 �� 20540（2番人気）
ワイド票数 計 590479 的中 �� 48972（2番人気）�� 55092（1番人気）�� 47879（3番人気）
3連複票数 計1093591 的中 ��� 102161（1番人気）
3連単票数 計1324203 的中 ��� 24136（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―12．1―12．3―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―37．3―49．4―1：01．7―1：13．5―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ム ネ ヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 All American 初出走

2019．1．20生 牝2鹿 母 ヤンキーローズ 母母 Condesaar 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 ウインタースイート号・グルマンド号・ビロングゴールド号・フジフォンテ号・ブレイクザアイス号・

マコトダイトウレン号

25054 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第6競走 2，000�2歳新馬
発走13時00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
1：58．9
1：58．9

良
良

77 ファンタジア 牝2黒鹿54 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476 ―2：02．8 2．3�
810 ギャラクシーナイト 牡2青鹿54 横山 武史ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 杵臼牧場 484 ―2：02．9� 5．1�
55 ゴールデンアワー 牝2鹿 54 菅原 明良藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 496 ― 〃 クビ 7．3�
33 オーシャンズヨリ 牡2鹿 54 田辺 裕信辻子 依旦氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム 452 ―2：03．0� 21．8�
22 ラ イ リ ッ ズ 牡2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480 ―2：03．52� 3．9	
44 ハリソンテソーロ 牡2黒鹿54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 524 ―2：04．24 35．1

66 ウイングラドナス 牡2黒鹿 54

51 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 450 ―2：04．3クビ 62．5�
78 スリージャスティス 牡2鹿 54 内田 博幸福田 光博氏 青木 孝文 日高 鹿戸 和幸 464 ―2：04．4� 137．5�
89 スターファースト 牡2鹿 54 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 484 ―2：05．14 14．8
11 ドリーマーイモン 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 446 ―2：05．84 174．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 57，917，800円 複勝： 48，525，500円 枠連： 11，737，900円
馬連： 62，961，500円 馬単： 35，051，900円 ワイド： 45，522，700円
3連複： 83，999，300円 3連単： 143，491，100円 計： 489，207，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 360円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 579178 的中 � 210269（1番人気）
複勝票数 計 485255 的中 � 128829（1番人気）� 86762（3番人気）� 77717（4番人気）
枠連票数 計 117379 的中 （7－8） 22642（1番人気）
馬連票数 計 629615 的中 �� 112336（1番人気）
馬単票数 計 350519 的中 �� 38372（1番人気）
ワイド票数 計 455227 的中 �� 73031（1番人気）�� 42869（3番人気）�� 29175（5番人気）
3連複票数 計 839993 的中 ��� 82483（2番人気）
3連単票数 計1434911 的中 ��� 41432（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．2―49．6―1：02．0―1：14．1―1：26．5―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファンタジア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2019．2．22生 牝2黒鹿 母 ピ ュ ク シ ス 母母 フサイチパンドラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ゴールデンアワー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25055 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

611 アンクラウデッド 牡3栗 54 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋ 21：55．2 2．1�
612 ダノンマヴロス 牡3鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 470－ 41：55．73 6．5�
714 アイソウザスター 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 492－ 2 〃 アタマ 13．7�
24 クールファイブ 牡3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵大塚 亮一氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B474－121：56．23 18．9�
816 スティルライフ 牝3黒鹿52 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 B464＋ 2 〃 ハナ 14．6	
48 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 520＋121：56．41� 41．9

59 トミケンベレムド 牡3栗 54 野中悠太郎蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 532－ 6 〃 ハナ 68．7�
815 カインドリー 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 456＋ 21：56．72 8．5�
510 サノノヒーロー �3青 54 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 458－12 〃 ハナ 12．7
35 アイスナイン �4鹿 57

56 ☆木幡 育也石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 500－ 81：56．91 23．1�
36 � スマートコマンダー 牡4青鹿57 吉田 豊大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 21：57．0� 66．2�
47 ディナミーデン 牡6芦 57

55 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 476＋101：57．1クビ 167．8�
713 サ ン ペ ド ロ 牡8栗 57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 清水 英克 日高 豊洋牧場 490＋ 6 〃 クビ 126．5�
12 ヴォーグマチネ 牡3鹿 54 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B486＋ 6 〃 ハナ 29．2�
23 ユイノシワザ 牡3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 462＋ 2 〃 同着 93．8�
11 オセアジャスティス 牡3鹿 54 松山 弘平 IHR 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 522＋ 61：58．37 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，263，000円 複勝： 74，923，000円 枠連： 25，597，000円
馬連： 92，841，200円 馬単： 41，234，200円 ワイド： 84，890，200円
3連複： 160，271，300円 3連単： 181，429，600円 計： 717，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 240円 枠 連（6－6） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 650円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 562630 的中 � 210649（1番人気）
複勝票数 計 749230 的中 � 209815（1番人気）� 107163（2番人気）� 59207（3番人気）
枠連票数 計 255970 的中 （6－6） 31061（2番人気）
馬連票数 計 928412 的中 �� 104048（1番人気）
馬単票数 計 412342 的中 �� 31630（1番人気）
ワイド票数 計 848902 的中 �� 84208（1番人気）�� 32773（5番人気）�� 21454（11番人気）
3連複票数 計1602713 的中 ��� 48326（4番人気）
3連単票数 計1814296 的中 ��� 19903（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．4―13．3―12．5―12．2―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．4―51．7―1：04．2―1：16．4―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
10（12，14）15（1，11）9，13－（2，7）8（4，6）－（5，3，16）
10（12，14）11（1，15）（13，9，7）（6，3）（2，4，8）16－5

2
4

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

アンクラウデッド �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．27 東京6着

2018．4．7生 牡3栗 母 アオゾラペダル 母母 フェスタデルドンナ 9戦2勝 賞金 21，760，000円

25056 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

11 チャイブテソーロ 牝3栗 53 石橋 脩了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 478－ 21：11．0 2．4�

815 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 480－ 41：11．21� 12．2�

59 ホウオウモントレー 牝5芦 55
52 ▲永野 猛蔵小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 520＋141：11．3� 6．0�

24 ビーマイベイビー 牝3鹿 53 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 448＋201：11．51 6．3�
612 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 480－ 81：11．6� 14．5	
816 メルテッドハニー 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 400＋10 〃 クビ 17．7

510 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 53 松山 弘平 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 462－101：11．81� 7．2�
35 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 478＋121：11．9� 99．6�
36 アイアンゾーン 牝5芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 460－ 21：12．0� 163．3
714 ラブアドベンチャー 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－14 〃 アタマ 35．0�

23 フレンドパル 牝3鹿 53 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 450－ 21：12．1クビ 22．8�
48 シャンボールロッソ 牝4鹿 55 武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：12．31� 20．8�
611 ウィズアウィッシュ 牝7鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 506＋ 21：12．4クビ 311．5�
12 エレガンテレイナ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442± 01：12．61� 56．0�
713 ピットフォル 牝3栗 53

50 ▲小林 脩斗�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 466－ 4 〃 クビ 82．9�
47 シーハーハー 牝4黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 484－ 41：13．34 170．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，281，700円 複勝： 68，164，900円 枠連： 25，287，300円
馬連： 101，255，700円 馬単： 42，895，100円 ワイド： 81，452，800円
3連複： 164，022，600円 3連単： 184，407，000円 計： 717，767，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 170円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 480円 �� 330円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 502817 的中 � 163941（1番人気）
複勝票数 計 681649 的中 � 162589（1番人気）� 67727（4番人気）� 100993（2番人気）
枠連票数 計 252873 的中 （1－8） 32298（2番人気）
馬連票数 計1012557 的中 �� 68595（3番人気）
馬単票数 計 428951 的中 �� 20366（3番人気）
ワイド票数 計 814528 的中 �� 44862（3番人気）�� 69595（1番人気）�� 26813（6番人気）
3連複票数 計1640226 的中 ��� 65201（2番人気）
3連単票数 計1844070 的中 ��� 18828（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．7―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャイブテソーロ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Captain Rio デビュー 2021．2．21 東京10着

2018．3．13生 牝3栗 母 メイドインリオ 母母 Silver Whale 7戦2勝 賞金 19，570，000円



25057 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第9競走 ��1，800�
のこぎりやま

鋸 山 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B482＋ 61：54．1 2．4�
57 レオカクテル 牡3栗 54 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B482＋ 41：54．42 13．6�
69 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 516－ 41：54．5� 34．5�
56 オンリーワンボーイ 牡4青鹿57 菅原 明良金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B460－ 21：54．71 11．1�
11 ジーマックス 牡4鹿 57 田辺 裕信佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 524＋ 6 〃 ハナ 32．4�
44 インナーアリュール 牡4鹿 57 丸山 元気平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 480＋ 41：54．91� 16．3	
45 サワヤカコーズサン 牡3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 460－ 41：55．0アタマ 4．6

22 アポロティアモ 牡4栗 57 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 496－ 61：55．21� 5．7�
711 ラブスピール 牝4鹿 55 戸崎 圭太増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 442－ 8 〃 アタマ 25．1�
812 トウカイオルデン 牡6鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B474－ 41：55．3� 56．5
68 ストロングレヴィル 牡7黒鹿57 福永 祐一村木 克子氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：56．36 34．1�
710 ダイワドノヴァン 	7黒鹿57 内田 博幸大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 534＋ 6 〃 アタマ 14．5�
813 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 吉田 豊岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474± 01：57．04 90．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，368，100円 複勝： 77，742，500円 枠連： 21，909，700円
馬連： 125，829，600円 馬単： 51，876，100円 ワイド： 93，803，000円
3連複： 211，506，800円 3連単： 267，708，800円 計： 902，744，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 360円 � 560円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，160円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 16，720円 3 連 単 ��� 46，920円

票 数

単勝票数 計 523681 的中 � 171312（1番人気）
複勝票数 計 777425 的中 � 247743（1番人気）� 43621（6番人気）� 25132（9番人気）
枠連票数 計 219097 的中 （3－5） 26329（3番人気）
馬連票数 計1258296 的中 �� 54785（6番人気）
馬単票数 計 518761 的中 �� 15243（7番人気）
ワイド票数 計 938030 的中 �� 35996（6番人気）�� 21522（14番人気）�� 5288（42番人気）
3連複票数 計2115068 的中 ��� 10116（52番人気）
3連単票数 計2677088 的中 ��� 4564（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．8―50．9―1：03．2―1：15．3―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルセウスシチー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．14 中山8着

2017．5．14生 牡4黒鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 15戦3勝 賞金 46，185，000円
※出走取消馬 ガルヴィハーラ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

25058 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第10競走 ��
��2，000�2001メモリアル ジャングルポケットカップ

発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 パラダイスリーフ 牡5黒鹿57 横山 武史 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 62：01．4 4．1�

55 モーソンピーク 牡4青鹿57 菅原 明良 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：01．71� 2．6�
22 ゴールドティア 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋102：01．8� 5．2�
77 サトノフォース 	5黒鹿57 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 466＋ 22：01．9� 6．8�
33 
 ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 田辺 裕信ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 42：02．0� 31．3	
44 マイネルステレール 牡5鹿 57 丹内 祐次 �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 B480－ 42：02．1� 29．4

11 ルヴェルソー 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 454－ 22：02．31 4．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 57，345，300円 複勝： 46，095，800円 枠連： 発売なし
馬連： 103，397，100円 馬単： 55，972，800円 ワイド： 54，095，800円
3連複： 117，364，200円 3連単： 301，244，900円 計： 735，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 290円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 573453 的中 � 110958（2番人気）
複勝票数 計 460958 的中 � 84147（3番人気）� 123432（1番人気）
馬連票数 計1033971 的中 �� 157334（2番人気）
馬単票数 計 559728 的中 �� 39119（3番人気）
ワイド票数 計 540958 的中 �� 69845（2番人気）�� 28340（9番人気）�� 49530（3番人気）
3連複票数 計1173642 的中 ��� 100980（3番人気）
3連単票数 計3012449 的中 ��� 53065（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．1―12．4―12．6―11．9―12．1―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．6―50．0―1：02．6―1：14．5―1：26．6―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

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

2
4
2，3（1，5）4，6，7
2，3（1，4，5）（7，6）

勝馬の
紹 介

パラダイスリーフ �

父 ディープインパクト �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．2．23 中山1着

2016．5．28生 牡5黒鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 4戦3勝 賞金 35，252，000円

１レース目 ３レース目



25059 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5日 第11競走 ��
��2，200�第75回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

22 アサマノイタズラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 498－ 42：12．3 42．7�
712 ソーヴァリアント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 510＋ 42：12．4クビ 3．5�
610 オーソクレース 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476－ 42：12．71� 9．8�
69 カレンルシェルブル 牡3鹿 56 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 506＋ 22：12．91 53．1�
33 ヴィクティファルス 牡3鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 18．9	
11 ベルウッドエオ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 B460± 0 〃 ハナ 303．7

711 ルペルカーリア 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502± 02：13．0� 7．9�
58 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 クビ 14．1�
813 グラティアス 牡3鹿 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：13．31� 6．4
45 ノースブリッジ 牡3鹿 56 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 492－ 22：13．4クビ 26．4�
814 ワールドリバイバル 牡3鹿 56 津村 明秀鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 506＋ 4 〃 クビ 99．5�
46 レインフロムヘヴン 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 22：13．5クビ 94．3�
57 タイトルホルダー 牡3鹿 56 横山 武史山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 22：13．6� 2．9�
34 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 56 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 474＋ 22：13．81� 45．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 388，200，300円 複勝： 452，577，500円 枠連： 149，807，500円 馬連： 953，155，600円 馬単： 377，520，700円
ワイド： 672，324，800円 3連複： 1，777，387，200円 3連単： 2，560，692，700円 5重勝： 709，061，300円 計： 8，040，727，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，270円 複 勝 � 800円 � 180円 � 360円 枠 連（2－7） 6，630円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 25，320円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 6，150円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 35，100円 3 連 単 ��� 307，170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����� 70，906，130円

票 数

単勝票数 計3882003 的中 � 72574（9番人気）
複勝票数 計4525775 的中 � 119581（9番人気）� 850970（2番人気）� 301317（6番人気）
枠連票数 計1498075 的中 （2－7） 18070（17番人気）
馬連票数 計9531556 的中 �� 74680（27番人気）
馬単票数 計3775207 的中 �� 11924（67番人気）
ワイド票数 計6723248 的中 �� 65086（28番人気）�� 28474（48番人気）�� 145959（12番人気）
3連複票数 計17773872 的中 ��� 40508（90番人気）
3連単票数 計25606927 的中 ��� 6669（640番人気）
5重勝票数 計7090613 的中 ����� 8

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

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

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アサマノイタズラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．12．13 中山3着

2018．4．1生 牡3黒鹿 母 ハイタッチクイーン 母母 オペラレディ 7戦2勝 賞金 85，702，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアサマノイタズラ号・ソーヴァリアント号・オーソクレース号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25060 9月20日 晴 良 （3中山4） 第5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）

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

812 スワーヴヨハン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�NICKS 田中 博康 新ひだか タイヘイ牧場 550－ 21：11．1 2．1�
69 マクシミリアン 牡3栗 55 石川裕紀人�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 454＋ 61：11．42 100．0�
33 アドマイヤレビン 牡3鹿 55 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 21：11．5� 6．6�
56 カップッチョ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 470－ 21：11．71� 26．9�
711 エアダンルース 牡4栗 57

55 △秋山 稔樹 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 536＋101：12．23 16．0	
68 レオスパンキー 牡3黒鹿55 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 510± 0 〃 クビ 7．9

57 � リネンコジーン 牡6芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 484＋ 21：12．3クビ 65．4�
11 プリティインピンク 牝3黒鹿 53

51 △山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 412± 0 〃 クビ 20．2�
45 シーオブドリームス 牝3青鹿 53

50 ▲永野 猛蔵�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476＋ 21：12．51� 5．2

710 ヒカルマドンナ 牝3青鹿53 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 422＋101：12．6クビ 282．5�
22 アイアムスゴスギル 牡4栗 57 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B488± 01：13．02� 13．5�
44 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 506－ 61：13．42� 65．7�
813 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿55 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 498－ 21：14．67 16．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 115，502，600円 複勝： 128，744，400円 枠連： 43，899，400円
馬連： 237，166，000円 馬単： 103，489，300円 ワイド： 182，447，300円
3連複： 375，888，200円 3連単： 544，119，600円 計： 1，731，256，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，880円 � 250円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 480円 �� 9，810円

3 連 複 ��� 21，440円 3 連 単 ��� 104，210円

票 数

単勝票数 計1155026 的中 � 424167（1番人気）
複勝票数 計1287444 的中 � 351080（1番人気）� 11844（12番人気）� 122346（4番人気）
枠連票数 計 438994 的中 （6－8） 50423（2番人気）
馬連票数 計2371660 的中 �� 20564（29番人気）
馬単票数 計1034893 的中 �� 7065（37番人気）
ワイド票数 計1824473 的中 �� 14783（37番人気）�� 112018（3番人気）�� 4639（56番人気）
3連複票数 計3758882 的中 ��� 14025（63番人気）
3連単票数 計5441196 的中 ��� 4177（299番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―12．0―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―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―3F37．5
3 ・（1，2）8（4，11，13）－3，6，12（5，7）9－10 4 1（2，8）4，11（6，3，13）12（5，7，9）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スワーヴヨハン �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．1．11 中山2着

2017．3．26生 牡4黒鹿 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 6戦2勝 賞金 22，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヒカルマドンナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月20日まで平地競走に出走でき

ない。

５レース目



（3中山4）第5日 9月20日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 160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

274，710，000円
5，330，000円
30，990，000円
2，220，000円
32，070，000円
68，659，000円
5，464，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
1，030，745，700円
1，270，058，300円
354，287，300円
2，042，965，800円
901，892，200円
1，519，540，800円
3，483，408，600円
4，980，134，400円
709，061，300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 16，292，094，400円

総入場人員 3，911名 （有料入場人員 3，679名）
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