
26037 9月19日 晴 重 （3中京5） 第4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

22 ス ミ 牝2鹿 54 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：24．9 5．7�

78 レオインテンシブ 牡2鹿 54 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 446－ 6 〃 クビ 2．8�
33 スローテキーラ 牝2青鹿54 松山 弘平吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 446＋ 81：25．53� 10．8�
810 ベ ル ド ラ ゴ 牡2鹿 54 吉田 隼人吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 476＋ 61：25．81� 2．2�
89 ラ ブ リ ュ ス 牡2栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 498－ 21：26．54 15．7	
66 ハクアイボリイ 牡2鹿 54 岩田 望来石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 474＋ 6 〃 クビ 72．0

11 ウインイノセンス 牡2鹿 54 高倉 稜�ウイン 奥村 豊 浦河 グランデファーム 476± 01：26．92� 122．8�
44 テ ィ グ ル 牡2鹿 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 468＋101：27．11� 47．3�
55 サンライズクレイ 牡2栃栗54 和田 竜二�ライフハウス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510± 01：27．63 72．5
77 アイファーヴァンズ 牡2黒鹿54 藤井勘一郎中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 454－ 81：29．5大差 195．0�
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売 得 金
単勝： 36，698，500円 複勝： 45，942，000円 枠連： 6，891，300円
馬連： 46，141，600円 馬単： 28，026，400円 ワイド： 35，764，900円
3連複： 70，369，200円 3連単： 123，305，800円 計： 393，139，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 120円 � 240円 枠 連（2－7） 620円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 366985 的中 � 54239（3番人気）
複勝票数 計 459420 的中 � 56602（3番人気）� 146783（2番人気）� 35293（4番人気）
枠連票数 計 68913 的中 （2－7） 8586（3番人気）
馬連票数 計 461416 的中 �� 52602（3番人気）
馬単票数 計 280264 的中 �� 13159（7番人気）
ワイド票数 計 357649 的中 �� 39771（3番人気）�� 15612（8番人気）�� 19753（5番人気）
3連複票数 計 703692 的中 ��� 30645（5番人気）
3連単票数 計1233058 的中 ��� 12025（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．6―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ミ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．8．21 札幌4着

2019．5．25生 牝2鹿 母 マーヴェリックス 母母 エ ル ノ ヴ ァ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーヴァンズ号は，「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。

26038 9月19日 晴 重 （3中京5） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20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
1：52．9
1：50．9

稍重
不良

11 アナザーエデン 牡2鹿 54 武 豊市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 502－ 81：52．3レコード 2．1�

55 マリオロード 牡2鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 466＋121：52．4� 3．0�
44 � キミコソシャチョウ 牡2芦 54

51 ▲松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-
ners8，LLC 496＋ 61：52．71� 5．2�

22 クリノセキトバ 牡2鹿 54
51 ▲小沢 大仁栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森

本スティーブル 440＋ 61：53．12� 39．8�
66 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 470－ 61：54．37 12．9�
77 エニアグラム 牝2栗 54 小崎 綾也合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 444＋ 21：54．61� 19．1	
88 ストリッパーズ 牝2栗 54 古川 吉洋岡田 隆寛氏 武 英智 新ひだか 岡田 猛 398＋ 21：55．23� 139．4

33 キ ャ ロ ル 牡2黒鹿54 �島 克駿エムズレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 464－ 81：56．05 24．3�
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売 得 金
単勝： 44，288，900円 複勝： 50，784，900円 枠連： 発売なし
馬連： 48，228，500円 馬単： 33，453，100円 ワイド： 35，025，200円
3連複： 65，431，000円 3連単： 143，376，000円 計： 420，587，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 240円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 442889 的中 � 177084（1番人気）
複勝票数 計 507849 的中 � 282538（1番人気）� 75891（2番人気）� 59177（3番人気）
馬連票数 計 482285 的中 �� 122064（1番人気）
馬単票数 計 334531 的中 �� 52431（1番人気）
ワイド票数 計 350252 的中 �� 67152（1番人気）�� 54229（2番人気）�� 31105（3番人気）
3連複票数 計 654310 的中 ��� 127021（1番人気）
3連単票数 計1433760 的中 ��� 81330（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．7―49．3―1：01．8―1：14．4―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
・（4，7）2（3，6）－（1，5）－8・（4，7）（3，6）2（1，5）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アナザーエデン �

父 ストロングリターン �


母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．7．18 函館3着

2019．3．18生 牡2鹿 母 ステファニーラン 母母 ティンバーランド 2戦1勝 賞金 6，900，000円

第５回 中京競馬 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



26039 9月19日 曇 良 （3中京5） 第4日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走10時50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
1：08．5
1：07．5

良
良

712 テーオースパロー 牡2黒鹿54 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 480－ 41：09．7 4．9�
34 メ ル ヴ ィ ル 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 424－ 21：09．91� 13．4�
46 ザ ウ リ 牡2鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 502－ 8 〃 クビ 2．9�
815 ジューンヨシツネ 牡2栗 54 吉田 隼人吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：10．11� 21．9�
713 インペリアス 牝2鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432－ 2 〃 ハナ 21．6�
814 ヤマニンパンタジア 牝2鹿 54 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 408＋ 61：10．31� 6．8	
59 イ ダ マ ン テ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大和 KAJIMOTOホー
ルディングス
 浅見 秀一 新ひだか 真歌田中牧場 446＋ 21：10．4� 19．5�

47 ルージュラピュセル 牝2鹿 54 福永 祐一 
東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 9．8�
610 ジダイノチョウジ 牡2芦 54 横山 典弘岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 498＋ 21：10．61 32．8
22 ブラックサンタ 牡2栗 54 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス
 西園 正都 日高 タバタファーム 462± 0 〃 クビ 49．9�
11 スキューマパーラ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁�髙昭牧場 長谷川浩大 浦河 高昭牧場 420± 0 〃 ハナ 51．1�
35 ギンノカミカザリ 牝2芦 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 448－ 4 〃 ハナ 49．9�
58 メイショウトリデ 牡2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－ 61：10．7� 244．2�
611 ヴェラフォルツァ 牝2鹿 54 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム B432－ 61：10．8クビ 12．7�

23 ビービーピーカブー 牡2栗 54
51 ▲松本 大輝�坂東牧場 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 468＋101：10．91 66．5�
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売 得 金
単勝： 45，293，000円 複勝： 68，785，500円 枠連： 15，143，000円
馬連： 68，591，600円 馬単： 30，007，900円 ワイド： 70，667，000円
3連複： 117，043，000円 3連単： 113，018，100円 計： 528，549，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 300円 � 130円 枠 連（3－7） 2，700円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 320円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 25，020円

票 数

単勝票数 計 452930 的中 � 77094（2番人気）
複勝票数 計 687855 的中 � 116619（2番人気）� 43193（5番人気）� 168938（1番人気）
枠連票数 計 151430 的中 （3－7） 4343（10番人気）
馬連票数 計 685916 的中 �� 12813（14番人気）
馬単票数 計 300079 的中 �� 3476（22番人気）
ワイド票数 計 706670 的中 �� 11912（16番人気）�� 64891（1番人気）�� 20023（8番人気）
3連複票数 計1170430 的中 ��� 27783（6番人気）
3連単票数 計1130181 的中 ��� 3274（63番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―46．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオースパロー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．31 新潟3着

2019．3．10生 牡2黒鹿 母 アイアムノココロ 母母 コマーサント 2戦1勝 賞金 6，900，000円

26040 9月19日 曇 重 （3中京5） 第4日 第4競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

36 エイシンディーデイ 牡3栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 480± 01：23．1 9．4�
11 ヒロノクイーン 牝3黒鹿 53

50 ▲小沢 大仁サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 474± 01：23．21 5．0�
611 ウ ー ゴ 牡4鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494± 01：23．51� 24．9�
47 トーホウラデン 牡4黒鹿57 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B498＋ 2 〃 クビ 14．3�
714 ウインアキレウス 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 482± 0 〃 ハナ 1．8�
815 コマンダンテ 牡3鹿 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 482＋ 41：23．92� 24．7	
612 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B486＋141：24．1� 69．0

24 ルールシェーバー 牡4鹿 57 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B472＋ 6 〃 クビ 103．9�
35 ダンツガゼール 牝4青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 466－ 6 〃 ハナ 110．7�
23 デ フ ィ 牡7鹿 57

53 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 520＋ 21：24．31� 266．7
510 テイエムグレイト 牡3芦 55 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 474－ 61：24．61� 19．5�
48 ジョーミニスター 牝3鹿 53 �島 克駿上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 412＋ 21：24．81� 23．3�
816 タガノカリュウド 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 516－ 21：25．12 74．4�

713� マサハヤアン 牝4鹿 55 森 一馬中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 462＋101：25．62� 132．5�
59 スワーヴドン 牡4鹿 57 岩田 望来�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488± 01：26．34 11．6�
12 イフィゲニア 牝3栗 53

50 ▲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 B512－101：26．94 64．8�
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売 得 金
単勝： 49，613，900円 複勝： 71，544，600円 枠連： 14，244，200円
馬連： 78，821，200円 馬単： 39，783，400円 ワイド： 81，737，100円
3連複： 136，098，500円 3連単： 162，635，200円 計： 634，478，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 180円 � 550円 枠 連（1－3） 2，170円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，360円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 16，820円 3 連 単 ��� 107，480円

票 数

単勝票数 計 496139 的中 � 42002（3番人気）
複勝票数 計 715446 的中 � 75288（3番人気）� 121089（2番人気）� 27850（8番人気）
枠連票数 計 142442 的中 （1－3） 5078（9番人気）
馬連票数 計 788212 的中 �� 23677（9番人気）
馬単票数 計 397834 的中 �� 4862（17番人気）
ワイド票数 計 817371 的中 �� 26115（9番人気）�� 6060（32番人気）�� 13155（16番人気）
3連複票数 計1360985 的中 ��� 6067（47番人気）
3連単票数 計1626352 的中 ��� 1097（302番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．6―12．2―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．8―58．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンディーデイ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．11．7 阪神7着

2018．3．24生 牡3栗 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 7戦2勝 賞金 13，210，000円
※ダンツガゼール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



26041 9月19日 曇 良 （3中京5） 第4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

55 トゥデイイズザデイ 牡2鹿 54 武 豊前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456 ―2：04．8 1．7�

44 ジャスティンロック 牡2黒鹿54 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 482 ―2：05．01 15．6�
22 ソリダリティ 牡2栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504 ―2：05．53 4．4�
66 ソ ク ラ テ ス 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 498 ― 〃 ハナ 5．4�
11 ゲイングラウンド 牡2青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498 ―2：06．35 10．2�
77 ミッキーサファイア 牝2黒鹿54 �島 克駿野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480 ―2：07．15 58．8	
33 トーホウシーザス 牡2栗 54 酒井 学東豊物産
 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 504 ―2：07．73� 105．2�
（7頭）

売 得 金
単勝： 74，677，600円 複勝： 50，073，700円 枠連： 発売なし
馬連： 51，789，900円 馬単： 38，458，000円 ワイド： 36，884，500円
3連複： 64，548，400円 3連単： 194，152，600円 計： 510，584，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 360円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 746776 的中 � 372041（1番人気）
複勝票数 計 500737 的中 � 213801（1番人気）� 34579（5番人気）
馬連票数 計 517899 的中 �� 38591（5番人気）
馬単票数 計 384580 的中 �� 20428（6番人気）
ワイド票数 計 368845 的中 �� 28302（5番人気）�� 84083（1番人気）�� 20892（7番人気）
3連複票数 計 645484 的中 ��� 61497（4番人気）
3連単票数 計1941526 的中 ��� 42612（13番人気）

ハロンタイム 13．7―12．4―13．6―13．0―13．1―12．7―12．3―11．7―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．1―39．7―52．7―1：05．8―1：18．5―1：30．8―1：42．5―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0
1
3
5（7，6）（2，4）1－3
5，7（2，6）4（3，1）

2
4
5，7，6，2，4－1－3
5，7（2，6）（3，1，4）

勝馬の
紹 介

トゥデイイズザデイ �

父 ディープインパクト �


母父 Kitten’s Joy 初出走

2019．4．8生 牡2鹿 母 キトゥンズクイーン 母母 High Chant 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月19日 曇 重 （3中京5） 第4日 第6競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：54．7
1：53．7

重
不良

811 ハギノエスペラント 牡4青鹿 57
56 ☆富田 暁日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 490－ 81：57．8 9．3�

68 スマイルガール 牝4鹿 55 藤岡 佑介首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 434－ 41：58．12 23．8�
44 ブ ラ ビ オ 牡3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 458－ 81：58．2� 4．0�

55 エーティーソブリン 牡3鹿 54 池添 謙一荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 486＋121：58．51� 3．0�
710 ギブミーラブ 牝3鹿 52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 5．1�
67 アストゥーリアス 牡4栗 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 470± 01：58．71� 26．7	
79 グリンブルスティ 牡3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476＋ 41：58．8� 16．2

33 � スリーシャーペン 牡4鹿 57 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 486± 01：59．54 7．6�
11 ジョングルール 牡3黒鹿54 吉田 隼人諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516＋ 21：59．82 23．3�
56 ラ ム ダ 牡3鹿 54 岩田 望来 社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B464－ 62：00．97 66．3�
22 デ シ レ ー 牝3栗 52 和田 竜二椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448± 02：01．53� 110．8�
812 ニホンピロクリフ 牡3黒鹿54 森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 478＋282：01．81� 27．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，661，700円 複勝： 55，067，200円 枠連： 11，971，200円
馬連： 63，208，600円 馬単： 27，487，300円 ワイド： 58，306，100円
3連複： 97，935，900円 3連単： 110，265，800円 計： 468，903，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 500円 � 190円 枠 連（6－8） 3，210円

馬 連 �� 10，880円 馬 単 �� 19，990円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 840円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 83，530円

票 数

単勝票数 計 446617 的中 � 38328（5番人気）
複勝票数 計 550672 的中 � 50711（5番人気）� 24578（9番人気）� 87176（2番人気）
枠連票数 計 119712 的中 （6－8） 2888（14番人気）
馬連票数 計 632086 的中 �� 4502（37番人気）
馬単票数 計 274873 的中 �� 1031（67番人気）
ワイド票数 計 583061 的中 �� 5172（37番人気）�� 18395（8番人気）�� 11351（19番人気）
3連複票数 計 979359 的中 ��� 5820（53番人気）
3連単票数 計1102658 的中 ��� 957（313番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．6―30．0―42．9―55．6―1：08．1―1：20．5―1：32．7―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノエスペラント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．23 阪神3着

2017．2．25生 牡4青鹿 母 ハギノクィーン 母母 エリモセレブ 21戦2勝 賞金 32，660，000円



26043 9月19日 曇 重 （3中京5） 第4日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

36 ミ ラ ク ル 牝3鹿 53 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋101：10．6 4．8�
47 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：10．81� 20．4�
24 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 496＋ 61：10．9� 18．8�
816� ラカマロネス 牝6鹿 55 松山 弘平一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B474＋141：11．11 8．1�
11 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± 0 〃 ハナ 36．3�
612 タマモメルヘン 牝3鹿 53

52 ☆亀田 温心タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 476＋ 41：11．2� 67．1	
611� メイショウブラボー 牝5青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 448－ 21：11．51� 34．9

12 � メイショウワダマ 牝4栗 55 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 458－ 81：11．6� 12．3�
35 オーガーウェル 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 444－ 4 〃 アタマ 65．4�
714 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 406－ 4 〃 アタマ 103．5�
23 メッザノッテ 牝3栗 53 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 466－121：11．81� 3．5�
48 キクノロージズ 牝6芦 55

54 ☆富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 508＋241：11．9クビ 54．1�
510� メイショウミチノク 牝5芦 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494＋ 21：12．0� 18．8�
59 リゾートタイム 牝3鹿 53 �島 克駿礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 B458＋ 8 〃 ハナ 49．3�
713 ド リ ア ー ド 牝3青鹿53 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 460－ 6 〃 ハナ 3．9�
815� スズカローレル 牝6鹿 55 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436－ 61：12．63� 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，375，700円 複勝： 70，526，700円 枠連： 16，332，000円
馬連： 88，184，600円 馬単： 35，538，100円 ワイド： 83，855，700円
3連複： 142，888，000円 3連単： 146，234，000円 計： 628，934，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 430円 � 490円 枠 連（3－4） 2，320円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，190円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 15，800円 3 連 単 ��� 60，230円

票 数

単勝票数 計 453757 的中 � 75522（3番人気）
複勝票数 計 705267 的中 � 123849（2番人気）� 38279（7番人気）� 33162（8番人気）
枠連票数 計 163320 的中 （3－4） 5450（9番人気）
馬連票数 計 881846 的中 �� 18977（13番人気）
馬単票数 計 355381 的中 �� 4597（20番人気）
ワイド票数 計 838557 的中 �� 18448（12番人気）�� 18444（13番人気）�� 7228（32番人気）
3連複票数 計1428880 的中 ��� 6779（52番人気）
3連単票数 計1462340 的中 ��� 1760（173番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．9―11．8―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．2
3 ・（7，12）16（3，6）13，8（2，9）14（1，5）（10，15）（4，11） 4 ・（7，12）（6，16）（3，13）（2，8）9（1，5，14）（4，10，11）15

勝馬の
紹 介

ミ ラ ク ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．16 小倉8着

2018．5．13生 牝3鹿 母 アフレイタス 母母 リボーズシークレット 12戦2勝 賞金 20，500，000円

26044 9月19日 曇 重 （3中京5） 第4日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50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

11 タイセイシェダル 牡3栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 456＋ 81：51．7 3．1�
22 レイクリエイター 牡3芦 54 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 484－ 21：51．91� 12．6�
45 マリオンエール 牝3鹿 52 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 460－ 41：52．01 8．4�
57 メイショウカムロ 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452－161：52．31� 80．5�
56 カネコメノボル �4栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430± 0 〃 アタマ 4．6�
69 ショコラルビー 牝3鹿 52 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 466－ 81：52．4� 38．5�
68 レンツシュピッツェ 牡3栗 54 松山 弘平	ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 472＋ 41：52．5� 4．7

710	 レッドシリウス 牡4青鹿57 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 546－ 4 〃 アタマ 27．4�
33 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 484－ 21：52．6� 166．0�
44 アサケレディ 牝3黒鹿 52

49 ▲小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 478＋101：53．12� 19．8
812 タ シ ロ 牡4栗 57 菱田 裕二�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 518－ 61：53．73� 25．3�
711 スマートルシーダ 牡3鹿 54 武 豊大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 470－ 21：54．44 7．7�
813 スパークフューチャ 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424－ 21：54．82� 140．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，274，100円 複勝： 74，459，900円 枠連： 15，766，900円
馬連： 89，510，800円 馬単： 39，218，600円 ワイド： 76，911，300円
3連複： 134，193，900円 3連単： 161，828，100円 計： 640，163，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 300円 � 210円 枠 連（1－2） 2，780円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 790円 �� 530円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 31，980円

票 数

単勝票数 計 482741 的中 � 123443（1番人気）
複勝票数 計 744599 的中 � 170637（1番人気）� 51654（6番人気）� 84813（4番人気）
枠連票数 計 157669 的中 （1－2） 4390（11番人気）
馬連票数 計 895108 的中 �� 30291（9番人気）
馬単票数 計 392186 的中 �� 7022（17番人気）
ワイド票数 計 769113 的中 �� 25006（9番人気）�� 39162（4番人気）�� 9290（25番人気）
3連複票数 計1341939 的中 ��� 16235（20番人気）
3連単票数 計1618281 的中 ��� 3668（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．5―50．5―1：02．4―1：14．3―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイシェダル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．31 東京3着

2018．3．2生 牡3栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 6戦2勝 賞金 18，910，000円
〔3走成績による出走制限〕 スパークフューチャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月19日まで平地競走に出走

できない。



26045 9月19日 曇 良 （3中京5） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走14時25分 （芝・左）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

44 ディヴァインラヴ 牝3鹿 52 福永 祐一窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：12．4 2．7�
22 マカオンドール 牡3芦 54 吉田 隼人關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 482－ 22：12．5� 2．8�
89 ダディーズトリップ 牡5青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B448－ 82：13．03 15．7�
77 ヒルノダカール 牡5青鹿57 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 516＋ 42：13．1	 19．2�
11 バルトロメウ 牡4鹿 57 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484－ 22：13．2� 5．5�
33 リーブルミノル 牡3栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 洞
湖 レイクヴィラファーム 480－ 42：13．52 9．0	
66 エレヴァルアスール 牡5黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B500－ 22：13．81� 29．8

55 � バイキングクラップ 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B504－ 2 〃 アタマ 11．1�
88 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 476＋142：14．86 202．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，419，400円 複勝： 76，253，800円 枠連： 12，836，700円
馬連： 104，131，300円 馬単： 45，811，400円 ワイド： 78，450，900円
3連複： 146，258，800円 3連単： 233，387，900円 計： 760，550，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 120円 � 250円 枠 連（2－4） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 210円 �� 520円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，350円

票 数

単勝票数 計 634194 的中 � 184837（1番人気）
複勝票数 計 762538 的中 � 170355（2番人気）� 216364（1番人気）� 50875（6番人気）
枠連票数 計 128367 的中 （2－4） 22400（1番人気）
馬連票数 計1041313 的中 �� 172138（1番人気）
馬単票数 計 458114 的中 �� 39345（1番人気）
ワイド票数 計 784509 的中 �� 110771（1番人気）�� 34876（8番人気）�� 34532（9番人気）
3連複票数 計1462588 的中 ��� 83452（3番人気）
3連単票数 計2333879 的中 ��� 38832（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―13．2―12．6―11．9―11．9―11．9―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．3―36．3―49．5―1：02．1―1：14．0―1：25．9―1：37．8―1：49．1―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディヴァインラヴ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．10 京都4着

2018．2．11生 牝3鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 7戦3勝 賞金 33，286，000円

26046 9月19日 曇 良 （3中京5） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

な や ば し

納屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

56 フォルコメン �5鹿 57 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B500＋ 21：34．6 4．1�
811 サルファーコスモス 牝3黒鹿53 川田 将雅吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋101：34．71 3．8�
55 ウイングレイテスト 牡4栗 57 武 豊�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 41：35．01	 12．3�
67 ラヴユーライヴ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 	 3．8�
710 タ ン タ ラ ス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486＋ 61：35．1	 12．0	
812 リトミカメンテ 牝5栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 81：35．2クビ 14．4

33 オールイズウェル 牡5黒鹿57 松山 弘平小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 494＋ 4 〃 ハナ 6．7�
44 ノーブルアース 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 490＋ 41：35．41	 100．0�
11 クロノメーター 牡4黒鹿57 幸 英明 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋161：35．5	 13．8
22 スコルピウス �5黒鹿57 角田 大和飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B468＋ 41：35．81
 217．2�
68 ドラグーンシチー 牡6鹿 57 亀田 温心 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 522± 01：35．9
 124．2�
79 シ ャ チ 牡4鹿 57 古川 吉洋中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 464－ 41：36．11	 99．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 79，634，900円 複勝： 120，578，900円 枠連： 23，845，600円
馬連： 168，712，300円 馬単： 66，081，600円 ワイド： 112，900，300円
3連複： 231，189，200円 3連単： 300，202，000円 計： 1，103，144，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 280円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 390円 �� 850円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 13，620円

票 数

単勝票数 計 796349 的中 � 153689（3番人気）
複勝票数 計1205789 的中 � 251245（1番人気）� 193775（3番人気）� 87618（6番人気）
枠連票数 計 238456 的中 （5－8） 36004（1番人気）
馬連票数 計1687123 的中 �� 150860（1番人気）
馬単票数 計 660816 的中 �� 27973（3番人気）
ワイド票数 計1129003 的中 �� 80190（3番人気）�� 33128（12番人気）�� 22317（21番人気）
3連複票数 計2311892 的中 ��� 51653（10番人気）
3連単票数 計3002020 的中 ��� 15978（36番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―11．6―11．9―12．2―11．4―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．3―36．9―48．8―1：01．0―1：12．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

フォルコメン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．12 中山4着

2016．3．13生 �5鹿 母 イマーキュレイトキャット 母母 Myhrr 15戦4勝 賞金 75，123，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※スコルピウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



26047 9月19日 曇 良 （3中京5） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第39回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

612 アンドヴァラナウト 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：00．0 5．8�
510 エイシンヒテン 牝3栗 54 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 452＋ 22：00．21� 49．2�
714 アールドヴィーヴル 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 430＋ 82：00．3� 3．6�
47 ストゥーティ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 422－ 62：00．51� 20．5�
816 タガノディアーナ 牝3青鹿54 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 0 〃 ハナ 17．0	
817 オ ヌ ー ル 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 414＋10 〃 クビ 8．5

12 エンスージアズム 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B424＋ 42：00．7	 60．1�
23 アイコンテーラー 牝3栗 54 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 458± 0 〃 アタマ 126．1�
611 プリュムドール 牝3栗 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 ハナ 33．2
24 ス パ ー ク ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：00．91� 39．7�
35 クールキャット 牝3青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 武 洞
湖 レイクヴィラファーム 524＋14 〃 クビ 5．5�
59 タガノパッション 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋14 〃 クビ 5．3�
713 コーディアル 牝3青鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：01．0� 24．8�
715 オパールムーン 牝3鹿 54 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 前野牧場 436± 0 〃 クビ 84．8�
36 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 428－ 62：01．1� 117．4�
818 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿54 浜中 俊大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：01．2� 78．2�
11 イ リ マ 牝3鹿 54 幸 英明前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋102：01．3クビ 27．8�
48 オータムヒロイン 牝3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 62：01．4	 214．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 326，899，400円 複勝： 476，900，000円 枠連： 173，911，300円
馬連： 994，848，800円 馬単： 331，351，800円 ワイド： 736，440，400円
3連複： 1，964，336，900円 3連単： 2，255，447，700円 計： 7，260，136，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 830円 � 160円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 15，130円 馬 単 �� 23，180円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 430円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 16，010円 3 連 単 ��� 117，100円

票 数

単勝票数 計3268994 的中 � 446716（4番人気）
複勝票数 計4769000 的中 � 668867（2番人気）� 106483（12番人気）� 988548（1番人気）
枠連票数 計1739113 的中 （5－6） 91210（7番人気）
馬連票数 計9948488 的中 �� 50929（44番人気）
馬単票数 計3313518 的中 �� 10721（73番人気）
ワイド票数 計7364404 的中 �� 47280（43番人気）�� 494479（2番人気）�� 62558（33番人気）
3連複票数 計19643369 的中 ��� 92001（49番人気）
3連単票数 計22554477 的中 ��� 13963（364番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―12．3―12．7―12．2―12．0―12．2―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．0―36．3―49．0―1：01．2―1：13．2―1：25．4―1：37．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6
1
3

10，15，7－（3，4）12，1（6，14）（11，9）－（2，17）（8，16）（5，18）13
10－15（7，3，4）（1，6，12）（11，14）（9，17）（2，5）（13，16）18，8

2
4

10－15，7，3，4（1，12）6，14，11，9（2，17）（5，8，16）（13，18）
10－15（3，4）7（6，12）1（11，14，16）（9，17）2（5，18）（8，13）

勝馬の
紹 介

アンドヴァラナウト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．21 阪神2着

2018．2．21生 牝3黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 6戦3勝 賞金 77，173，000円
〔制裁〕 アイコンテーラー号の騎手亀田温心は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・6番）
※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 ディヴィーナ号・ハッピーオーサム号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアンドヴァラナウト号・エイシンヒテン号・アールドヴィーヴル号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月19日 曇 重 （3中京5） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 メイショウマサヒメ 牝4青鹿55 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 498＋ 81：23．0 7．4�
815 スズカカナロア 牡5鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504＋121：23．42� 26．7�
24 ル モ ン ド 牡5鹿 57 吉田 隼人�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B466－141：23．5� 53．4�
59 スエーニョブランコ 牝4芦 55 松若 風馬藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 514－ 41：23．6クビ 6．3�
612 メイショウベッピン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488＋10 〃 クビ 28．7	
714 テーオーポシブル �5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468± 01：23．8� 17．8

12 モズピンポン 牡4栗 57 	島 克駿 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 520± 01：23．9� 7．4�
23 フェアレストアイル 牝4鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 ハナ 5．1
11 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 440－101：24．01 108．4�
611 シュガーサンダー 牡5鹿 57 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 508－ 2 〃 ハナ 4．0�
36 イ バ ル 牡4青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 504＋ 21：24．2� 6．0�
47 アメージングラン 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 516＋ 41：24．73 61．3�
510 サクセスリボーン 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 506＋ 2 〃 クビ 66．0�
35 オメガドーヴィル 牝5青鹿55 和田 竜二原 
子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 420＋141：24．8クビ 178．7�
713� ハードカウント �6栗 57 岩田 望来前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋101：25．01� 48．1�
48 ロークアルルージュ 牡5芦 57 幸 英明尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B556－101：25．1� 177．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，093，600円 複勝： 153，400，500円 枠連： 41，070，200円
馬連： 221，669，300円 馬単： 93，516，200円 ワイド： 189，907，500円
3連複： 364，603，500円 3連単： 385，077，300円 計： 1，556，338，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 320円 � 600円 � 1，410円 枠 連（8－8） 6，830円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 7，010円 �� 13，550円

3 連 複 ��� 132，230円 3 連 単 ��� 588，980円

票 数

単勝票数 計1070936 的中 � 115069（5番人気）
複勝票数 計1534005 的中 � 140878（5番人気）� 66091（8番人気）� 26079（12番人気）
枠連票数 計 410702 的中 （8－8） 4658（24番人気）
馬連票数 計2216693 的中 �� 19482（31番人気）
馬単票数 計 935162 的中 �� 5056（49番人気）
ワイド票数 計1899075 的中 �� 19886（28番人気）�� 6954（57番人気）�� 3583（77番人気）
3連複票数 計3646035 的中 ��� 2068（256番人気）
3連単票数 計3850773 的中 ��� 474（1236番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．2―11．9―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―34．7―46．6―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．4
3 ・（11，16）（1，2，9）10（4，3，13）（6，14）（5，12）7，8，15 4 ・（11，16）（1，2，9）10（4，3）（6，13，14）（5，12）7（8，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウマサヒメ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．2 阪神4着

2017．5．9生 牝4青鹿 母 ヴィトンクイーン 母母 クッドビークイーン 24戦3勝 賞金 56，395，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァルキュリア号・タイセイエクセル号
（非抽選馬） 3頭 エターナリー号・ディオスクーロイ号・レッドモアナ号

４レース目



（3中京5）第4日 9月19日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 152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

283，100，000円
8，130，000円
29，470，000円
2，560，000円
33，490，000円
64，524，500円
4，486，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
965，930，700円
1，314，317，700円
332，012，400円
2，023，838，500円
808，733，800円
1，596，850，900円
3，534，896，300円
4，328，930，500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 14，905，510，800円

総入場人員 2，916名 （有料入場人員 2，625名）
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