
26013 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：23．6
1：23．0

稍重
重

710 レイワホマレ 牡2鹿 54 松山 弘平松岡 研司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 506－ 21：24．6 7．1�
55 タイセイフェイバー 牡2青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 516－121：25．23� 7．1�
812 アカノストロング 牡2鹿 54 �島 克駿�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 ハナ 5．7�
79 ル ア ル 牡2鹿 54 松若 風馬�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 522＋ 41：25．73 6．9�
11 ヤマイチエスポ 牝2鹿 54 岩田 望来坂本 肇氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 466－ 61：25．91� 22．5	
44 ジダイノチョウジ 牡2芦 54 和田 竜二岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 496＋ 41：26．0� 31．7

56 ショットオブザデイ 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 432－ 6 〃 クビ 108．4�
67 ク ロ ガ ネ 牡2芦 54 川須 栄彦石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 476－ 41：26．1クビ 31．1�
811 クラップアンドチア 牡2栗 54

51 ▲角田 大和深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 514＋ 61：26．63 28．7
22 � ハ ナ キ リ 牡2芦 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 470＋ 21：27．24 4．9�
68 スナークステージ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 412＋ 41：27．83� 67．8�
33 キ ル ス テ ン 牝2黒鹿54 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 450± 01：28．22� 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，323，700円 複勝： 50，009，900円 枠連： 9，925，200円
馬連： 60，705，700円 馬単： 26，148，900円 ワイド： 50，185，000円
3連複： 91，752，000円 3連単： 101，379，700円 計： 425，430，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 270円 � 220円 � 210円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 770円 �� 670円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 27，370円

票 数

単勝票数 計 353237 的中 � 41801（5番人気）
複勝票数 計 500099 的中 � 45169（6番人気）� 59979（5番人気）� 64558（4番人気）
枠連票数 計 99252 的中 （5－7） 7149（5番人気）
馬連票数 計 607057 的中 �� 18411（15番人気）
馬単票数 計 261489 的中 �� 3977（29番人気）
ワイド票数 計 501850 的中 �� 16597（11番人気）�� 19614（6番人気）�� 14848（14番人気）
3連複票数 計 917520 的中 ��� 14401（19番人気）
3連単票数 計1013797 的中 ��� 2685（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．2―47．1―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイワホマレ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Montjeu デビュー 2021．7．24 新潟16着

2019．5．6生 牡2鹿 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット 2戦1勝 賞金 5，100，000円

26014 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

47 � デヴィルズマーブル 牡2鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 478－ 41：21．4 25．2�
611 ダノンアーリー 牡2鹿 54 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 21：21．51 2．3�
11 ゴーウィズフェイス 牝2鹿 54 武 豊前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 452± 01：21．6� 6．9�
58 � ベルマレット 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 矢作 芳人 愛 Northern

Racing 438－ 61：21．7� 11．4�
46 ビップシュプリーム 牝2鹿 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 5．4	
22 ミスボニータ 牝2青 54 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 456－ 61：21．8� 7．1

34 ヨドノマックス 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 432－ 81：21．9クビ 82．2�
814 タイセイエピソード 牡2栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 462＋121：22．21� 30．6�
713 タマモテラコッタ 牡2芦 54

53 ☆泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：22．3� 69．5
712 マイネルレノン 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 4 〃 ハナ 22．8�
23 ベ ニ テ マ リ 牝2鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 428＋ 41：22．4� 70．0�
610 ニホンピロポート 牝2鹿 54 田中 健小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 430＋ 2 〃 アタマ 41．8�
59 ヤマニンフルリール 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋ 61：22．82� 394．8�
35 � オカンモシャチョウ 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal
& Bill Nassal 452－ 41：23．97 61．2�

815 ギャラクシーセブン 牡2栗 54 城戸 義政 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 436－ 41：24．22 350．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，100，500円 複勝： 72，662，800円 枠連： 11，909，000円
馬連： 70，473，800円 馬単： 33，232，100円 ワイド： 65，151，400円
3連複： 110，714，200円 3連単： 122，899，400円 計： 540，143，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 550円 � 130円 � 190円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，220円 �� 400円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 64，560円

票 数

単勝票数 計 531005 的中 � 17811（7番人気）
複勝票数 計 726628 的中 � 22987（7番人気）� 197810（1番人気）� 95592（4番人気）
枠連票数 計 119090 的中 （4－6） 15492（1番人気）
馬連票数 計 704738 的中 �� 16596（11番人気）
馬単票数 計 332321 的中 �� 2352（31番人気）
ワイド票数 計 651514 的中 �� 13992（12番人気）�� 7022（22番人気）�� 45781（3番人気）
3連複票数 計1107142 的中 ��� 13477（19番人気）
3連単票数 計1228994 的中 ��� 1380（195番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．0―11．8―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．0―45．8―57．6―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デヴィルズマーブル �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Monsun デビュー 2021．8．22 小倉5着

2019．4．3生 牡2鹿 母 Ancient Art 母母 Shinko Hermes 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走状況〕 ギャラクシーセブン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ギャラクシーセブン号は，発走調教再審査。

第５回 中京競馬 第２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



26015 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走10時50分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．9
1：50．9

稍重
不良

55 アイスジャイアント 牡2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484 ―1：52．9 2．5�
79 ヘラルドバローズ 牡2鹿 54 浜中 俊猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 482 ―1：53．0� 4．3�
22 コ ノ リ ー 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁�高橋ファーム 松永 昌博 浦河 斉藤英牧場 460 ―1：53．31� 88．4�
33 グレッチャー 牡2芦 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 504 ―1：53．51 24．3�
78 メイショウアジロ 牡2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 460 ―1：55．3大差 14．9	
810 テイエムシニスター 牡2栗 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 486 ―1：55．72 34．5

811 グローツラング 牡2芦 54

51 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 488 ―1：56．34 162．2�

67 セ ル ゼ 牡2黒鹿54 武 豊吉谷憲一郎氏 四位 洋文 浦河 高昭牧場 504 ―1：57．15 8．3�
66 マインフリューゲル 牡2黒鹿54 松若 風馬名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 508 ―1：57．84 11．7
11 ベラジオプライド 牡2栗 54 岩田 望来林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 452 ―1：58．65 7．7�
44 クリノミニスター 牡2鹿 54 川島 信二栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 470 ―1：58．92 12．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，337，700円 複勝： 41，900，900円 枠連： 8，867，700円
馬連： 51，323，300円 馬単： 26，815，900円 ワイド： 45，640，900円
3連複： 72，337，000円 3連単： 97，245，000円 計： 386，468，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 1，380円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，510円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 21，190円 3 連 単 ��� 63，450円

票 数

単勝票数 計 423377 的中 � 140100（1番人気）
複勝票数 計 419009 的中 � 107968（1番人気）� 69258（2番人気）� 4835（10番人気）
枠連票数 計 88677 的中 （5－7） 12627（2番人気）
馬連票数 計 513233 的中 �� 60264（1番人気）
馬単票数 計 268159 的中 �� 18199（2番人気）
ワイド票数 計 456409 的中 �� 44158（1番人気）�� 3059（35番人気）�� 1837（39番人気）
3連複票数 計 723370 的中 ��� 2560（65番人気）
3連単票数 計 972450 的中 ��� 1111（223番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．0―12．6―12．1―12．5―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．4―50．0―1：02．1―1：14．6―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アイスジャイアント �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キャプテンスティーヴ 初出走

2019．5．1生 牡2栗 母 アイスドール 母母 ビスクドール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アイスジャイアント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26016 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第4競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時20分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

22 カモントゥミー 牡4鹿 57
56 ☆富田 暁薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 504＋ 81：10．6 16．7�

68 ランドボルケーノ 牡3黒鹿55 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 468－ 21：10．7� 14．6�
67 エナジーロッソ 牝3鹿 53 福永 祐一 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B478＋ 8 〃 ハナ 2．4�
55 ヒ ヤ 牡3鹿 55

54 ☆斎藤 新山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 456＋101：11．33� 5．8�
710 ロコポルティ 牡3鹿 55 和田 竜二 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 61：11．4� 4．2	
44 � ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 望来中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 438－ 41：11．6� 9．8

56 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：11．7� 22．0�
11 メイショウロサン 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大和松本 和子氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 486－ 31：11．91� 76．7�
811 ソウルユニバンス �4黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋101：12．11 133．7
79 レッドロムルス 牡3栗 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B460＋12 〃 クビ 8．7�
812 ラ イ ト マ ン 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B506± 01：12．31 51．9�
33 マイネルレスペト 牡3鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B482－161：13．910 115．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，986，400円 複勝： 52，344，800円 枠連： 11，073，800円
馬連： 63，466，200円 馬単： 29，799，900円 ワイド： 53，835，100円
3連複： 94，878，000円 3連単： 120，057，500円 計： 464，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 370円 � 460円 � 140円 枠 連（2－6） 1，630円

馬 連 �� 13，770円 馬 単 �� 33，200円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 670円 �� 630円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 99，360円

票 数

単勝票数 計 389864 的中 � 18606（7番人気）
複勝票数 計 523448 的中 � 29763（7番人気）� 22783（8番人気）� 143747（1番人気）
枠連票数 計 110738 的中 （2－6） 5256（7番人気）
馬連票数 計 634662 的中 �� 3571（30番人気）
馬単票数 計 297999 的中 �� 673（66番人気）
ワイド票数 計 538351 的中 �� 4121（31番人気）�� 21089（7番人気）�� 22802（5番人気）
3連複票数 計 948780 的中 ��� 8542（31番人気）
3連単票数 計1200575 的中 ��� 876（295番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．3―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カモントゥミー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．12．28 阪神10着

2017．4．5生 牡4鹿 母 ナカヤマジェンヌ 母母 レビューナカヤマ 15戦2勝 賞金 17，020，000円
〔3走成績による出走制限〕 マイネルレスペト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月12日まで平地競走に出走で

きない。



26017 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時10分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．6
1：58．9

良
良

44 ジャスティンパレス 牡2青鹿54 C．ルメール 三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 444 ―2：02．3 1．5�
11 ア カ デ ミ ー 牝2鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 440 ―2：02．61� 4．7�
55 ヴィクトールドパリ 牡2芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 462 ―2：03．34 3．4�
22 ロストボール �2栗 54 藤懸 貴志大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 400 ―2：04．15 45．2�
33 エニアグラム 牝2栗 54 福永 祐一合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 442 ―2：04．41� 16．0�
（5頭）

売 得 金
単勝： 51，121，500円 複勝： 31，979，800円 枠連： 発売なし
馬連： 27，698，500円 馬単： 29，613，100円 ワイド： 16，994，300円
3連複： 30，595，800円 3連単： 170，659，500円 計： 358，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 110円 �� 110円 �� 140円

3 連 複 ��� 150円 3 連 単 ��� 590円

票 数

単勝票数 計 511215 的中 � 257638（1番人気）
複勝票数 計 319798 的中 � 159531（1番人気）� 50023（3番人気）
馬連票数 計 276985 的中 �� 66151（2番人気）
馬単票数 計 296131 的中 �� 51518（2番人気）
ワイド票数 計 169943 的中 �� 35311（2番人気）�� 60452（1番人気）�� 20924（3番人気）
3連複票数 計 305958 的中 ��� 144764（1番人気）
3連単票数 計1706595 的中 ��� 208309（2番人気）

ハロンタイム 13．8―11．6―12．8―12．7―12．3―12．5―12．2―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．8―25．4―38．2―50．9―1：03．2―1：15．7―1：27．9―1：39．3―1：50．6

コーナー
通過順位

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

2
4
・（3，4）－5－1－2・（3，4）5，1，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンパレス 	


父 ディープインパクト 	



母父 Royal Anthem 初出走

2019．4．12生 牡2青鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26018 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 ヴァーチャリティ 牝3鹿 53 酒井 学�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 460＋ 61：23．7 11．9�
510 ハートウォーミング 牝5青鹿 55

52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 81：23．8� 5．4�

23 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 476＋181：24．11� 12．1�
11 ヒロノクイーン 牝3黒鹿 53

50 ▲松本 大輝サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 474＋ 6 〃 ハナ 4．3�
35 ラグラスドシエル 牝3黒鹿 53

50 ▲小沢 大仁 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 434＋ 61：24．3� 15．8	

24 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 466＋221：24．62 32．3

48 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 506＋12 〃 ハナ 8．5�
611 エールソヴール 牝3黒鹿53 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 484＋121：24．7� 12．9�
815 メイショウコミチ 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：24．8クビ 42．6
12 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿 53

52 ☆富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：24．9� 33．3�

47 エコロマンボ 牝3鹿 53 �島 良太原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 516＋221：25．11� 21．5�
36 メイショウフクイク 牝5栗 55

52 ▲西谷 凜松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 476－16 〃 クビ 140．0�
816 テ オ ド ラ 牝3栗 53

52 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B466－ 41：25．2� 32．9�

713 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 53 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 464＋ 21：25．41� 8．6�
612� クワイエット 牝5黒鹿55 小牧 太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B450－101：25．82� 109．9�
714 スズノナデシコ 牝3鹿 53 和田 竜二小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 504± 01：26．54 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，840，300円 複勝： 62，586，800円 枠連： 16，288，900円
馬連： 77，830，700円 馬単： 27，962，200円 ワイド： 72，167，200円
3連複： 128，237，800円 3連単： 125，129，100円 計： 548，043，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 400円 � 200円 � 300円 枠 連（5－5） 4，640円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，620円 �� 990円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 71，820円

票 数

単勝票数 計 378403 的中 � 25405（6番人気）
複勝票数 計 625868 的中 � 36623（7番人気）� 93238（2番人気）� 53603（4番人気）
枠連票数 計 162889 的中 （5－5） 2718（20番人気）
馬連票数 計 778307 的中 �� 14832（17番人気）
馬単票数 計 279622 的中 �� 2346（38番人気）
ワイド票数 計 721672 的中 �� 12421（19番人気）�� 6917（35番人気）�� 19330（7番人気）
3連複票数 計1282378 的中 ��� 6965（48番人気）
3連単票数 計1251291 的中 ��� 1263（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．3―46．2―58．2―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．5
3 9（14，13）（8，10，16）－（2，7，15）（1，3）4，5（11，12）6 4 9（14，13）10，16，8（2，7，15）（1，3）4－（11，5）（12，6）

勝馬の
紹 介

ヴァーチャリティ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．1 札幌2着

2018．3．12生 牝3鹿 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 8戦2勝 賞金 15，500，000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。
（非当選馬） 1頭 ジョーミニスター号



26019 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

66 メイショウミカワ 牡3栗 54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 478－ 61：51．4 4．0�
33 キースローガン 牡4栗 57 岩田 望来北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 474＋ 21：52．25 31．9�
810 メイショウオキビ 牡3栗 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 496－ 21：52．4� 48．3�
44 リ ヴ ェ ッ ト 牡3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 476－ 21：52．5� 3．2�
79 ナオミゴゼン 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B476－ 21：52．71� 9．0�
55 サーストンカイドー 牡4栗 57 松山 弘平齊藤 宣彰氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 530＋261：53．01� 8．6	
67 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B484＋141：53．63� 76．2

78 タイセイヴィーナス 牝3鹿 52 秋山真一郎田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 B462＋ 6 〃 クビ 12．2�
811 コパノピッチング 牡3鹿 54

51 ▲松本 大輝小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 486－ 61：53．7� 119．4�
22 イシュタルゲート 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：54．01� 9．0
11 テイエムマグマ 牡3鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B498＋ 41：54．1� 4．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，114，000円 複勝： 62，792，100円 枠連： 10，533，400円
馬連： 74，157，600円 馬単： 34，023，700円 ワイド： 61，783，500円
3連複： 109，027，000円 3連単： 140，884，300円 計： 542，315，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 220円 � 740円 � 1，370円 枠 連（3－6） 5，060円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，540円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 43，080円 3 連 単 ��� 119，460円

票 数

単勝票数 計 491140 的中 � 95933（2番人気）
複勝票数 計 627921 的中 � 92610（2番人気）� 20291（8番人気）� 10362（10番人気）
枠連票数 計 105334 的中 （3－6） 1611（20番人気）
馬連票数 計 741576 的中 �� 11499（19番人気）
馬単票数 計 340237 的中 �� 3604（32番人気）
ワイド票数 計 617835 的中 �� 10606（19番人気）�� 6283（27番人気）�� 1875（46番人気）
3連複票数 計1090270 的中 ��� 1898（92番人気）
3連単票数 計1408843 的中 ��� 855（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．1―49．4―1：00．9―1：13．1―1：26．0―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウミカワ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．21 阪神6着

2018．5．9生 牡3栗 母 メイショウボナール 母母 ダイアナスキー 10戦1勝 賞金 13，920，000円

26020 9月12日 小雨 良 （3中京5） 第2日 第8競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時50分（番組第12競走を順序変更） （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

66 キムケンドリーム 牝4鹿 55
52 ▲小沢 大仁木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B460－ 21：51．3 12．4�

11 ダンツチョイス 牝6栗 55 幸 英明山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 470＋ 81：51．72� 16．2�
33 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 松山 弘平近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B486＋ 81：51．91� 3．4�
22 ヤマニンビオローネ 牝3栗 52 岩田 望来土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 470－ 8 〃 クビ 2．0�
77 ランスオブアース 牝3青鹿 52

51 ☆泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：52．32 6．1�
44 � マーブルサニー 牝5芦 55

52 ▲松本 大輝下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 494＋ 21：52．51 16．6�

55 ティボリドライヴ 牝5栗 55 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480－201：53．67 8．7	

（7頭）

売 得 金
単勝： 43，229，500円 複勝： 35，241，300円 枠連： 発売なし
馬連： 66，307，800円 馬単： 37，601，100円 ワイド： 49，209，500円
3連複： 80，228，500円 3連単： 192，424，400円 計： 504，242，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 440円 � 590円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 10，670円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 540円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 43，740円

票 数

単勝票数 計 432295 的中 � 27825（5番人気）
複勝票数 計 352413 的中 � 32272（5番人気）� 23191（6番人気）
馬連票数 計 663078 的中 �� 9488（19番人気）
馬単票数 計 376011 的中 �� 2642（33番人気）
ワイド票数 計 492095 的中 �� 8943（19番人気）�� 23903（9番人気）�� 23469（10番人気）
3連複票数 計 802285 的中 ��� 12177（21番人気）
3連単票数 計1924244 的中 ��� 3189（139番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．1―12．5―12．1―12．5―12．6―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．9―49．4―1：01．5―1：14．0―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キムケンドリーム 

�
父 オルフェーヴル 


�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2019．10．13 京都1着

2017．5．19生 牝4鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 13戦3勝 賞金 37，100，000円



26021 9月12日 小雨 良 （3中京5） 第2日 第9競走 ��2，000�
な が く て

長 久 手 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．9．12以降3．9．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

44 ロバートソンキー 牡4鹿 57 福永 祐一保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 466－202：00．4 1．8�
11 ノースザワールド 牡3青鹿53 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472± 02：00．72 4．0�
77 ホウオウエクレール 牡4鹿 55 和田 竜二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 494－102：00．91 7．6�
22 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498± 02：01．0� 5．9�
33 レッドクーゲル 牡5栗 53 �島 克駿 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 454＋142：01．53 88．8�
55 エカテリンブルク 牡4青鹿54 岩田 望来吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 508－ 22：01．92� 16．2	
66 タイセイモンストル 牡4鹿 55 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480＋ 62：02．0� 16．9

88 ナオミラフィネ 牝4栗 53 松若 風馬塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：02．1� 27．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 62，136，900円 複勝： 61，496，900円 枠連： 発売なし
馬連： 100，544，100円 馬単： 56，538，700円 ワイド： 67，094，900円
3連複： 129，080，900円 3連単： 264，525，400円 計： 741，417，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 621369 的中 � 266764（1番人気）
複勝票数 計 614969 的中 � 180822（1番人気）� 116746（2番人気）� 89960（4番人気）
馬連票数 計1005441 的中 �� 227416（1番人気）
馬単票数 計 565387 的中 �� 84162（1番人気）
ワイド票数 計 670949 的中 �� 106513（1番人気）�� 58014（3番人気）�� 48528（5番人気）
3連複票数 計1290809 的中 ��� 171637（2番人気）
3連単票数 計2645254 的中 ��� 97047（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．6―12．5―12．3―11．8―11．5―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．7―50．2―1：02．5―1：14．3―1：25．8―1：37．2―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロバートソンキー �

父 ルーラーシップ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 福島5着

2017．2．28生 牡4鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 7戦3勝 賞金 45，769，000円

26022 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第10競走
エクセル浜松開設10周年記念

��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
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55�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

48 エンプティチェア 牡4鹿 57 松山 弘平江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B474＋ 21：10．2 12．0�
11 ミスズグランドオー 牡3栗 55 松田 大作永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 61：10．51� 5．8�
612	 ボンボンショコラ 牝4黒鹿55 松若 風馬田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 482－101：10．6� 16．8�
24 シャイニーブランコ 牡5芦 57 浜中 俊小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 444－121：10．7
 13．9�
59 メイショウミライ 牡6栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 496－ 21：10．91 19．3�
35 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 C．ルメール 加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B494± 01：11．0� 18．8�
36 コパノマーキュリー 牡4鹿 57 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 504＋ 21：11．1� 17．3	
816 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B532－141：11．2
 6．1

611 ジョーフォレスト 牡4栗 57 岩田 望来上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 498＋ 4 〃 ハナ 7．6�
714� フォルツァエフ 牡6鹿 57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 490－ 41：11．83� 6．7�
510 ディモールト 牡4黒鹿57 酒井 学市川義美ホール

ディングス 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 41：11．91 12．7�
47 ソーラーフレア 牡6鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：12．11� 30．7�
23 アールロッソ 牝5栗 55 川須 栄彦前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋ 61：12．41
 17．1�
713 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 菱田 裕二�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 B520± 01：12．82 41．5�
12 ブルスクーロ 牡5鹿 57 島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B514－16 〃 クビ 17．2�
815� カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 松本 大輝門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 472－ 6 （競走中止） 87．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，036，000円 複勝： 107，531，000円 枠連： 39，463，000円
馬連： 188，262，000円 馬単： 62，890，400円 ワイド： 153，474，000円
3連複： 316，603，500円 3連単： 308，251，800円 計： 1，248，511，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 390円 � 250円 � 660円 枠 連（1－4） 1，840円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 4，620円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 39，300円 3 連 単 ��� 228，040円

票 数

単勝票数 計 720360 的中 � 47786（5番人気）
複勝票数 計1075310 的中 � 71352（5番人気）� 130331（2番人気）� 37857（12番人気）
枠連票数 計 394630 的中 （1－4） 16594（7番人気）
馬連票数 計1882620 的中 �� 40450（8番人気）
馬単票数 計 628904 的中 �� 6488（16番人気）
ワイド票数 計1534740 的中 �� 24703（11番人気）�� 8458（72番人気）�� 12963（46番人気）
3連複票数 計3166035 的中 ��� 6041（162番人気）
3連単票数 計3082518 的中 ��� 980（922番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．1―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．9
3 ・（1，12）（5，9）（8，13，14）（2，10）16（4，3）（7，11）6 4 ・（1，12）9（5，8，14）13（2，10）（4，3，16）7（6，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンプティチェア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2019．8．17 小倉7着

2017．3．21生 牡4鹿 母 トウカイデンヒル 母母 トウカイスコール 17戦4勝 賞金 56，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 カミノコ号は，発走後まもなく，内側に斜行した「ガンケン」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ガンケン号の騎手森裕太朗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて令和3年9月25日から令和3年10月3日まで騎

乗停止。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オヌシナニモノ号・クインズヴィヴィ号・バーニングペスカ号

２レース目



26023 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第35回産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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56�，牝馬
2�減，2．9．12以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，2．9．11以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

48 レシステンシア 牝4鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：07．2 1．9�
815 ピクシーナイト 牡3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 536＋ 8 〃 クビ 4．6�
714 クリノガウディー 牡5栗 56 岩田 康誠栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488± 01：07．41� 10．3�
510	 ジャンダルム 牡6黒鹿56 浜中 俊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B508－ 2 〃 ハナ 15．1�
611 カ レ ン モ エ 牝5芦 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470＋ 81：07．6
 7．0�
12 シャインガーネット 牝4栗 54 �島 克駿山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：07．7
 36．7	
35 タイセイビジョン 牡4栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 470－12 〃 ハナ 29．1

816 ラヴィングアンサー 牡7鹿 56 岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 498－ 21：07．8クビ 195．4�
47 ベストアクター �7芦 56 富田 暁 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 249．9�
713 ナランフレグ 牡5栗 56 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 486－ 61：08．01 65．2
817 シゲルピンクルビー 牝3栗 52 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 466＋ 4 〃 クビ 52．4�
11 ボンボヤージ 牝4鹿 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 444－ 21：08．1クビ 107．5�
23 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：08．2
 14．6�
24 レッドアンシェル 牡7青鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B472± 01：08．3 53．8�
612 メイショウチタン 牡4黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 460－ 81：08．4
 188．0�
59 ジャスティン 牡5栗 57 菱田 裕二小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 490－ 7 〃 クビ 207．9�
36 シャンデリアムーン 牝5鹿 54 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 474＋ 21：08．6
 277．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 338，927，000円 複勝： 388，375，100円 枠連： 116，542，900円
馬連： 835，259，300円 馬単： 340，368，000円 ワイド： 607，680，200円
3連複： 1，541，244，800円 3連単： 2，231，518，000円 計： 6，399，915，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 250円 �� 430円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計3389270 的中 � 1399286（1番人気）
複勝票数 計3883751 的中 � 1267608（1番人気）� 595856（2番人気）� 299425（4番人気）
枠連票数 計1165429 的中 （4－8） 163590（1番人気）
馬連票数 計8352593 的中 �� 1095072（1番人気）
馬単票数 計3403680 的中 �� 286134（2番人気）
ワイド票数 計6076802 的中 �� 695350（1番人気）�� 345091（3番人気）�� 206022（7番人気）
3連複票数 計15412448 的中 ��� 643465（2番人気）
3連単票数 計22315180 的中 ��� 303901（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．7―10．9―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―32．9―43．8―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．3
3 6（8，9）（14，11）（3，15）2，12，17，7（4，16）1（5，13，10） 4 6（8，9）－（14，11）（3，15）（2，12）－（7，17）16（4，10）（1，5，13）

勝馬の
紹 介

レシステンシア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lizard Island デビュー 2019．10．14 京都1着

2017．3．15生 牝4鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 11戦5勝 賞金 363，017，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレシステンシア号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月12日 曇 良 （3中京5） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時10分（番組第8競走を順序変更） （芝・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

510 エルカスティージョ 牝3鹿 53 M．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：21．1 6．4�
818� ミッドサマーハウス 牝5青 55 秋山真一郎ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 482＋22 〃 クビ 36．2�
36 ジ ュ ノ ー 牡3芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 516－ 81：21．31 16．4�
714� ジュストコル 牡3鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 516＋ 2 〃 クビ 13．2�
59 エイシンピクセル 牝3栗 53 藤井勘一郎�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 450＋ 6 〃 クビ 187．9	
816 ヤマニンルリュール 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 464＋ 21：21．4クビ 19．2

11 アンブレラデート 牝3鹿 53 岩田 望来吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋16 〃 クビ 4．4�
47 テイエムフローラ 牝4黒鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 456＋ 21：21．5アタマ 32．9�
48 ビクトリアバローズ 牝3鹿 53

50 ▲角田 大和猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：21．6� 32．5
611 ブランシェット 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁�G1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 B442－18 〃 アタマ 84．6�

12 � オリンピックデイ 牡3鹿 55 石橋 脩馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.
Hertrich III 490－ 4 〃 ハナ 52．1�

817 ビップランバン 牡3黒鹿55 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 14．6�
612 サトノスカイターフ 牡3鹿 55 幸 英明 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：21．7� 11．3�
715 キャロライナリーパ 牝3黒鹿53 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 464＋101：21．8クビ 3．4�
713 ポケットロケット 牝3栗 53 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 484－ 41：21．91 28．2�
24 エールヴィオレ 牝4栗 55 浜中 俊佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 452＋101：22．0クビ 128．9�
35 	 ル ー タ ー ズ 牝4鹿 55 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 416＋ 61：22．1
 333．8�
23 ピュアカラー 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 クビ 16．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 103，147，600円 複勝： 141，230，600円 枠連： 51，292，600円
馬連： 215，778，600円 馬単： 75，676，000円 ワイド： 194，066，700円
3連複： 369，260，200円 3連単： 395，298，900円 計： 1，545，751，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 290円 � 830円 � 500円 枠 連（5－8） 2，130円

馬 連 �� 11，190円 馬 単 �� 16，670円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 1，990円 �� 8，620円

3 連 複 ��� 74，850円 3 連 単 ��� 354，690円

票 数

単勝票数 計1031476 的中 � 127811（3番人気）
複勝票数 計1412306 的中 � 140837（3番人気）� 41021（12番人気）� 73279（8番人気）
枠連票数 計 512926 的中 （5－8） 18651（9番人気）
馬連票数 計2157786 的中 �� 14943（39番人気）
馬単票数 計 756760 的中 �� 3403（55番人気）
ワイド票数 計1940667 的中 �� 14529（41番人気）�� 25504（22番人気）�� 5724（79番人気）
3連複票数 計3692602 的中 ��� 3700（213番人気）
3連単票数 計3952989 的中 ��� 808（1002番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．3―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 6，8（1，9，13）14（2，7，11）（15，16，17）（4，5，10）（3，18）12 4 6，8（1，9，13）（2，7，11，14）（15，16，17）（4，5，10）（3，18）12

勝馬の
紹 介

エルカスティージョ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．12．20 阪神1着

2018．5．2生 牝3鹿 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 4戦2勝 賞金 19，800，000円
〔制裁〕 キャロライナリーパ号の騎手福永祐一は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・3

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。
（非抽選馬） 1頭 イフィゲニア号

４レース目



（3中京5）第2日 9月12日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

300，620，000円
5，490，000円
27，820，000円
2，490，000円
33，990，000円
64，769，500円
4，331，500円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
927，301，100円
1，108，152，000円
275，896，500円
1，831，807，600円
780，670，000円
1，437，282，700円
3，073，959，700円
4，270，273，000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 13，705，342，600円

総入場人員 2，867名 （有料入場人員 2，593名）
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