
26001 9月11日 曇 稍重 （3中京5） 第1日 第1競走 1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

77 ケイティレインボー 牡2青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 466＋ 21：12．9 1．8�
33 フ ル ム 牡2黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 468＋ 81：13．22 4．8�
22 クロジシジョー 牡2青鹿54 国分 優作河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 428－ 6 〃 クビ 24．7�
66 オーロベルディ 牝2鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 476－ 21：13．73 5．7�
55 ヒデノレインボー 牡2鹿 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 468－ 21：14．02 6．8�
11 ハルキファイト 牝2鹿 54 岩田 望来若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 464＋ 61：14．63� 15．7	
44 テイエムタマガイ 牝2鹿 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 434＋ 21：14．7� 62．5
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売 得 金
単勝： 30，554，700円 複勝： 27，961，400円 枠連： 発売なし
馬連： 37，991，200円 馬単： 24，641，100円 ワイド： 29，591，600円
3連複： 48，399，800円 3連単： 114，004，300円 計： 313，144，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 160円 �� 550円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 5，280円

票 数

単勝票数 計 305547 的中 � 139543（1番人気）
複勝票数 計 279614 的中 � 126262（1番人気）� 48880（2番人気）
馬連票数 計 379912 的中 �� 84306（1番人気）
馬単票数 計 246411 的中 �� 37259（1番人気）
ワイド票数 計 295916 的中 �� 66202（1番人気）�� 11353（8番人気）�� 6371（12番人気）
3連複票数 計 483998 的中 ��� 19384（7番人気）
3連単票数 計1140043 的中 ��� 15629（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．0―12．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―37．3―49．9―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．6
3 ・（6，7）（1，4，5）（2，3） 4 ・（6，7）（1，5）（4，3）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイティレインボー �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．7．10 小倉5着

2019．5．5生 牡2青鹿 母 ファンディータ 母母 ク ル ミ 3戦1勝 賞金 7，100，000円

26002 9月11日 曇 稍重 （3中京5） 第1日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25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
1：53．5
1：50．9

良
不良

33 シュガーコルト 牡2鹿 54 岩田 望来飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 504－141：52．9レコード 12．8�
812 プラチナドリーム 牡2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 466± 01：53．1� 12．4�
22 テーオークレール 牡2鹿 54 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 470± 01：53．31 21．0�
67 シックザイン 牡2栗 54

51 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 444＋ 21：54．04 15．9�

56 プリモスペランツァ 牡2栗 54
51 ▲小沢 大仁伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 472± 01：54．31� 170．3�

68 サンパティーク 牝2黒鹿 54
51 ▲松本 大輝名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468＋101：54．61� 106．3	

11 ワールドパレス 牡2鹿 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 444－ 2 〃 アタマ 155．0

811 アランヴェリテ 牡2芦 54 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 41：54．7� 1．4�
79 ノーモアワーズ 牡2栗 54 松山 弘平池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 476－ 21：56．08 10．7�
710 ファーストリッキー 牡2栗 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 平取 北島牧場 484－ 61：56．1� 14．6
55 サイモンカーチス 牡2鹿 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：56．2� 69．4�
44 タイセイアンセム 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 466± 01：57．15 16．4�
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売 得 金
単勝： 41，094，300円 複勝： 119，509，200円 枠連： 9，256，000円
馬連： 47，489，000円 馬単： 34，378，000円 ワイド： 46，731，400円
3連複： 75，429，000円 3連単： 124，936，600円 計： 498，823，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 620円 � 660円 � 970円 枠 連（3－8） 870円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，300円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 22，560円 3 連 単 ��� 159，470円

票 数

単勝票数 計 410943 的中 � 27128（4番人気）
複勝票数 計1195092 的中 � 51827（3番人気）� 48403（4番人気）� 31600（6番人気）
枠連票数 計 92560 的中 （3－8） 8169（4番人気）
馬連票数 計 474890 的中 �� 6058（17番人気）
馬単票数 計 343780 的中 �� 2199（28番人気）
ワイド票数 計 467314 的中 �� 9195（16番人気）�� 5188（27番人気）�� 5801（24番人気）
3連複票数 計 754290 的中 ��� 2507（60番人気）
3連単票数 計1249366 的中 ��� 568（348番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．9―49．6―1：02．0―1：14．7―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュガーコルト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．6．19 阪神10着

2019．3．12生 牡2鹿 母 フェミニンガール 母母 Money Madam 3戦1勝 賞金 5，100，000円

第５回 中京競馬 第１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



26003 9月11日 曇 良 （3中京5） 第1日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時55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
2：00．6
1：58．9

良
良

66 グランディア 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：01．2 1．1�
33 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 444＋ 22：01．62� 31．9�
44 サカジロゴー 牡2鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 82：01．91� 11．9�
55 シエロフェイス 牡2黒鹿54 藤井勘一郎 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 424± 02：02．0� 21．5�
88 ヴァラーメダル 牡2栗 54 松山 弘平小林竜太郎氏 杉山 佳明 むかわ 市川牧場 484± 02：02．1クビ 19．9�
77 テーオーコンドル 牡2青鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 468± 02：02．31� 7．7	
22 スギノバベル 牡2鹿 54 浜中 俊杉山 忠国氏 辻野 泰之 新ひだか 明治牧場 462－ 42：02．61� 67．4

89 ライラボンド 牡2黒鹿54 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 494－ 22：03．13 50．1�
11 マイネルユヌスール 牡2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 62：03．95 100．6
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売 得 金
単勝： 45，074，800円 複勝： 142，503，400円 枠連： 6，672，500円
馬連： 41，686，400円 馬単： 37，012，000円 ワイド： 43，637，800円
3連複： 59，804，800円 3連単： 159，153，500円 計： 535，545，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 310円 � 160円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 430円 �� 200円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 450748 的中 � 303659（1番人気）
複勝票数 計1425034 的中 � 1169685（1番人気）� 19835（6番人気）� 58208（3番人気）
枠連票数 計 66725 的中 （3－6） 4310（5番人気）
馬連票数 計 416864 的中 �� 24669（5番人気）
馬単票数 計 370120 的中 �� 17343（6番人気）
ワイド票数 計 436378 的中 �� 24350（5番人気）�� 66817（2番人気）�� 5987（16番人気）
3連複票数 計 598048 的中 ��� 25059（7番人気）
3連単票数 計1591535 的中 ��� 19390（21番人気）

ハロンタイム 13．1―10．7―12．7―12．7―12．4―12．3―12．1―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―23．8―36．5―49．2―1：01．6―1：13．9―1：26．0―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランディア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．7．11 小倉2着

2019．3．13生 牡2鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 2戦1勝 賞金 7，900，000円

26004 9月11日 曇 良 （3中京5） 第1日 第4競走 1，600�2歳新馬
発走11時25分 （芝・左）

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
1：33．1
1：32．3

良
良

44 ナ ミ ュ ー ル 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438 ―1：39．0 3．0�
810 スコールユニバンス 牝2鹿 54 岩田 望来亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442 ―1：39．32 7．1�
66 アドマイヤラヴィ 牝2鹿 54 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454 ―1：39．4� 2．1�
11 マンクスホップ 牝2栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418 ―1：39．5� 9．1�
78 マテンロウメーヴェ 牝2鹿 54 幸 英明寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482 ―1：39．61 9．6�
22 ハマベノルンナ 牝2芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 カロッテファーム 436 ―1：40．02� 95．5	
33 アスカセオン 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝上野 武氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 460 ―1：40．63� 190．9

89 ジャズラップ 牝2青鹿54 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 418 ― 〃 ハナ 125．3�
55 サ キ ホ コ レ 牝2青鹿 54

51 ▲小沢 大仁増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 420 ―1：40．81� 65．9
77 クリノハニー 牝2栗 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 438 ―1：41．11� 142．1�
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売 得 金
単勝： 44，835，800円 複勝： 43，247，500円 枠連： 6，467，100円
馬連： 44，400，700円 馬単： 28，688，400円 ワイド： 33，876，800円
3連複： 58，265，900円 3連単： 119，122，200円 計： 378，904，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（4－8） 730円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 230円 �� 130円 �� 250円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 448358 的中 � 122533（2番人気）
複勝票数 計 432475 的中 � 92703（2番人気）� 49313（3番人気）� 176126（1番人気）
枠連票数 計 64671 的中 （4－8） 6822（2番人気）
馬連票数 計 444007 的中 �� 40702（2番人気）
馬単票数 計 286884 的中 �� 15495（5番人気）
ワイド票数 計 338768 的中 �� 32032（2番人気）�� 82038（1番人気）�� 28628（3番人気）
3連複票数 計 582659 的中 ��� 109889（1番人気）
3連単票数 計1191222 的中 ��� 34480（7番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―13．6―13．3―12．9―11．9―10．8―10．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．8―39．4―52．7―1：05．6―1：17．5―1：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

ナ ミ ュ ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．3．2生 牝2鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26005 9月11日 曇 良 （3中京5） 第1日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時15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
1：20．9
1：20．1

良
良

67 ウナギノボリ 牡2黒鹿54 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B468 ―1：22．3 7．9�
55 リ ゴ レ ッ ト 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 428 ―1：22．4� 4．8�
811 ロードオルデン 牡2鹿 54 幸 英明 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 454 ―1：22．71� 17．7�
22 モズジャックポット 牡2栗 54 岩田 望来 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 456 ―1：23．02 7．3�
68 カライカマウリオラ 牡2黒鹿54 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470 ―1：23．31� 47．2	
11 セ キ フ ウ 牡2栗 54 浜中 俊中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 474 ―1：23．4� 18．9

33 サーマルウインド 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 アタマ 1．9�
56 オ グ ロ 牡2栗 54

51 ▲松本 大輝幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 444 ―1：24．14 125．1�
812� フ ィ ト ッ ク 牡2栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 M.S.& C.S.

Griffiths 450 ―1：24．41� 45．2
79 デンドロビウム 牝2鹿 54 菱田 裕二金山 政信氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 444 ― 〃 � 79．2�
710 リヤンフォルス 牡2黒鹿54 松若 風馬野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 中神牧場 500 ―1：25．03� 28．2�
44 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 462 ―1：26．06 204．3�
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売 得 金
単勝： 45，471，300円 複勝： 43，402，800円 枠連： 9，051，400円
馬連： 48，962，900円 馬単： 31，349，500円 ワイド： 45，328，100円
3連複： 71，332，000円 3連単： 114，023，200円 計： 408，921，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 180円 � 360円 枠 連（5－6） 1，290円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 970円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 454713 的中 � 47993（4番人気）
複勝票数 計 434028 的中 � 60118（3番人気）� 70442（2番人気）� 25810（5番人気）
枠連票数 計 90514 的中 （5－6） 5423（5番人気）
馬連票数 計 489629 的中 �� 29068（4番人気）
馬単票数 計 313495 的中 �� 7529（11番人気）
ワイド票数 計 453281 的中 �� 24307（4番人気）�� 11780（10番人気）�� 9125（15番人気）
3連複票数 計 713320 的中 ��� 9563（17番人気）
3連単票数 計1140232 的中 ��� 3251（78番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．9―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．8―46．7―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウナギノボリ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2019．4．17生 牡2黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26006 9月11日 晴 稍重 （3中京5） 第1日 第6競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時45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

56 カ サ デ ガ 牡3芦 54 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 452－101：58．0 36．0�
11 エルモドーロ 牡3栗 54 川田 将雅窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452＋ 21：58．1� 2．1�
811 エイユージャッカル 牡4黒鹿57 国分 恭介笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 494＋ 61：58．31� 130．2�
22 � サハラヴァンクール 牡3鹿 54 松山 弘平首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 470＋ 2 〃 ハナ 4．2�
812� 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± 0 〃 クビ 41．3�
67 キオネヴェリテ 牝3芦 52 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528－ 41：58．93� 4．1	
710 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 61：59．11� 22．4

44 メイショウムート 牡3鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 本巣 敦 440－121：59．31� 217．6�
55 イツカハシャチョウ 牡3鹿 54 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 498－ 21：59．51 9．5�
68 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿57 柴山 雄一土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 486＋101：59．82 12．4
79 メイショウセッサイ 牡3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 B458－ 42：00．12 97．0�
33 スズカサウスボーイ 牡3鹿 54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 B492－ 42：01．16 310．0�
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売 得 金
単勝： 36，156，900円 複勝： 46，856，900円 枠連： 10，565，400円
馬連： 47，995，600円 馬単： 28，715，100円 ワイド： 44，404，700円
3連複： 78，048，500円 3連単： 115，222，000円 計： 407，965，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 710円 � 120円 � 1，600円 枠 連（1－5） 1，110円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 25，380円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 98，710円 3 連 単 ��� 609，750円

票 数

単勝票数 計 361569 的中 � 8031（7番人気）
複勝票数 計 468569 的中 � 12143（8番人気）� 161662（1番人気）� 5072（10番人気）
枠連票数 計 105654 的中 （1－5） 7321（4番人気）
馬連票数 計 479956 的中 �� 8626（13番人気）
馬単票数 計 287151 的中 �� 2087（29番人気）
ワイド票数 計 444047 的中 �� 6880（17番人気）�� 443（56番人気）�� 2710（28番人気）
3連複票数 計 780485 的中 ��� 593（97番人気）
3連単票数 計1152220 的中 ��� 137（561番人気）

ハロンタイム 7．4―11．2―11．6―13．4―12．9―12．3―12．2―12．3―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．6―30．2―43．6―56．5―1：08．8―1：21．0―1：33．3―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
11（6，12，9）1，8（2，10）（4，5，7）3・（11，12）（6，9）7，1，8（3，2，10）－（4，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ サ デ ガ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Zensational デビュー 2020．11．28 阪神2着

2018．3．28生 牡3芦 母 エイシンサンタフェ 母母 Time Is Tight 11戦1勝 賞金 14，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウセッサイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月11日まで平地競走に出走で

きない。



26007 9月11日 晴 稍重 （3中京5） 第1日 第7競走 ��1，400�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

710 ティートラップ 牡4鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 460± 01：23．3 16．2�
55 メディーヴァル 牡3鹿 55 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 454＋ 8 〃 クビ 2．8�
67 テイエムファルコン 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 516＋101：23．4クビ 16．7�
56 プレジールミノル 牡3栗 55

54 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋121：24．03� 4．5�
79 ワンダーイチョウ 牡3鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 496＋10 〃 クビ 3．6�
33 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－ 2 〃 アタマ 15．7

812 ハッピーアナザー 牡3栗 55 中井 裕二永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 81：24．1アタマ 11．1�
11 コ ン セ プ ト 牡3青鹿 55

52 ▲角田 大和石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B464＋ 4 〃 ハナ 17．8�
44 ジューンビアンカ 牝3鹿 53 加藤 祥太吉川 潤氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 432－ 11：24．2� 153．9
22 � ア ク イ ー ル 牝3栗 53

49 ★永島まなみ	ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 474＋181：24．51� 21．3�

811 ア ル コ ー ン 牡3栗 55 藤井勘一郎中辻 明氏 大久保龍志 新冠 長浜牧場 480＋ 61：24．92� 189．8�
68 マクシミリアン 牡3栗 55 城戸 義政�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 448＋ 61：25．53� 94．7�
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売 得 金
単勝： 40，006，900円 複勝： 50，944，300円 枠連： 14，590，200円
馬連： 69，768，000円 馬単： 28，871，900円 ワイド： 56，278，100円
3連複： 99，807，000円 3連単： 127，649，700円 計： 487，916，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 310円 � 150円 � 320円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，880円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 54，120円

票 数

単勝票数 計 400069 的中 � 19688（6番人気）
複勝票数 計 509443 的中 � 36346（6番人気）� 116510（1番人気）� 34513（7番人気）
枠連票数 計 145902 的中 （5－7） 44810（1番人気）
馬連票数 計 697680 的中 �� 24246（7番人気）
馬単票数 計 288719 的中 �� 3835（23番人気）
ワイド票数 計 562781 的中 �� 17019（11番人気）�� 4766（27番人気）�� 23756（5番人気）
3連複票数 計 998070 的中 ��� 9652（21番人気）
3連単票数 計1276497 的中 ��� 1710（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―34．9―46．8―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティートラップ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2019．11．17 東京1着

2017．3．12生 牡4鹿 母 マンボビーン 母母 ラブミースルー 14戦2勝 賞金 24，260，000円

26008 9月11日 曇 良 （3中京5） 第1日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

22 ジャックドール 牡3栗 54 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 508＋161：59．4 3．0�
45 ウィンドリッパー 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474－101：59．72 4．3�
813 サウンドウォリアー 牡3鹿 54

50 ★永島まなみ増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484－ 61：59．8クビ 11．8�
57 ソウルラッシュ 牡3黒鹿54 岩田 望来石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B504＋16 〃 ハナ 5．3�
33 テーオーソロス 牡3青鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460＋ 22：00．22� 15．3�
711� ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 武 豊小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 42：00．3� 5．1	
68 ナムラスワガー 牡3鹿 54 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 486－ 22：00．51	 32．4

812 ブラックラテ 牡3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 22：00．6クビ 27．4�
44 サンライズヘルメス 牡4鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 480－ 22：00．7� 80．1�
69 ボ ン ベ ー ル 牡5鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 490＋10 〃 クビ 178．1
11 サトノマジェスタ 牡3青鹿54 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 42：00．8クビ 16．3�
710 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 54

53 ☆泉谷 楓真吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 462＋ 82：01．65 52．7�
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56 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿57 岩田 康誠近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，203，500円 複勝： 64，815，200円 枠連： 14，995，400円
馬連： 72，149，600円 馬単： 29，452，400円 ワイド： 64，137，200円
3連複： 94，269，300円 3連単： 106，228，900円 計： 492，251，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 360円 枠 連（2－4） 860円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 340円 �� 680円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 12，540円

票 数

単勝票数 差引計 462035（返還計 36088） 的中 � 119288（1番人気）
複勝票数 差引計 648152（返還計 64242） 的中 � 140409（1番人気）� 111830（3番人気）� 33727（7番人気）
枠連票数 差引計 149954（返還計 3422） 的中 （2－4） 13376（3番人気）
馬連票数 差引計 721496（返還計151445） 的中 �� 75024（3番人気）
馬単票数 差引計 294524（返還計 62504） 的中 �� 16590（2番人気）
ワイド票数 差引計 641372（返還計147184） 的中 �� 52588（3番人気）�� 23370（8番人気）�� 12349（17番人気）
3連複票数 差引計 942693（返還計361495） 的中 ��� 21091（13番人気）
3連単票数 差引計1062289（返還計408751） 的中 ��� 6140（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．6―49．1―1：00．7―1：12．9―1：24．7―1：36．1―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャックドール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．8生 牡3栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 5戦2勝 賞金 19，500，000円
〔競走除外〕 アドマイヤベネラ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。



26009 9月11日 曇 稍重 （3中京5） 第1日 第9競走 ��1，800�
に っ し ん

日 進 特 別
発走14時25分 （ダート・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

44 ケイアイロベージ �3芦 54 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B482＋ 61：50．8 1．4�
810� セ ラ ン 牝4黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC B500＋ 21：51．01� 7．1�
22 オ ノ リ ス 牡6黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514－ 41：51．42 8．7�
78 リリーミニスター �4芦 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 41：51．5	 10．2�
811 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 506＋ 41：51．71� 8．4	
79 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B492－ 41：52．23 68．1

11 ヒミノブルー 牡5青鹿57 幸 英明佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 524－ 61：52．41
 39．7�
66 キョウエイパラスト 牡4栗 57 藤井勘一郎田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 510－ 21：52．71	 119．3�
33 サンライズローリエ 牡6青鹿57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋ 41：53．33� 83．8
67 � マイネルイヴィンス �5栗 57 岩田 康誠永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B506＋ 2 〃 ハナ 91．5�
55 シャイニングデイズ 牡5鹿 57 角田 大和杉山 忠国氏 畑端 省吾 新ひだか 明治牧場 472± 01：53．51� 75．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，726，300円 複勝： 161，862，300円 枠連： 16，898，900円
馬連： 81，526，900円 馬単： 49，467，800円 ワイド： 68，202，800円
3連複： 124，742，200円 3連単： 240，520，800円 計： 794，948，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（4－8） 250円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 220円 �� 590円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 517263 的中 � 287709（1番人気）
複勝票数 計1618623 的中 � 1175948（1番人気）� 98550（2番人気）� 93770（3番人気）
枠連票数 計 168989 的中 （4－8） 52124（1番人気）
馬連票数 計 815269 的中 �� 116225（3番人気）
馬単票数 計 494678 的中 �� 57427（3番人気）
ワイド票数 計 682028 的中 �� 75942（3番人気）�� 84746（2番人気）�� 24850（7番人気）
3連複票数 計1247422 的中 ��� 98390（3番人気）
3連単票数 計2405208 的中 ��� 73809（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．0―49．8―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ケイアイロベージ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．30 中京3着

2018．4．7生 �3芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 5戦3勝 賞金 38，041，000円

26010 9月11日 曇 良 （3中京5） 第1日 第10競走 ��2，200�ムーンライトハンデキャップ
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，2．9．12以降3．9．5まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝
利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

11 フライライクバード 牡4黒鹿56 岩田 望来窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 22：12．1 2．4�

813 ストリクトコード 牝4黒鹿52 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 446－ 62：12．52� 5．0�
69 サウンドバーニング 牡9鹿 51 川又 賢治増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B438± 02：12．6� 201．8�
57 リ ー ヴ ル 牡5栗 54 酒井 学�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 22：12．7� 14．4�
711 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 55 泉谷 楓真伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 466－ 22：12．8クビ 41．3�
44 バイマイサイド 牡6栗 55 松若 風馬�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B494＋ 8 〃 ハナ 41．1	
812 ノーチカルチャート 牡5青鹿55 藤岡 康太 
社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 31．3�
710 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 478－ 62：12．9クビ 19．3�

22 タイセイシリウス 牡4鹿 54 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 490＋ 82：13．0� 14．2
33 シャフトオブライト 牡6栗 55 亀田 温心 
フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－ 42：13．1� 9．8�
56 エ ヒ ト 牡4鹿 56 幸 英明平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 450－ 22：13．2クビ 5．5�
68 ヒシゲッコウ 牡5黒鹿54 松山 弘平阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B492± 02：13．41� 19．2�
45 プリマヴィスタ 牡4栗 55 川須 栄彦加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：13．72 37．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 56，845，600円 複勝： 76，250，700円 枠連： 23，798，800円
馬連： 127，125，500円 馬単： 54，560，000円 ワイド： 98，459，500円
3連複： 202，127，900円 3連単： 256，860，100円 計： 896，028，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 200円 � 3，170円 枠 連（1－8） 740円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 420円 �� 9，110円 �� 15，060円

3 連 複 ��� 54，350円 3 連 単 ��� 170，060円

票 数

単勝票数 計 568456 的中 � 187957（1番人気）
複勝票数 計 762507 的中 � 201384（1番人気）� 101260（3番人気）� 3930（13番人気）
枠連票数 計 237988 的中 （1－8） 24652（2番人気）
馬連票数 計1271255 的中 �� 112956（2番人気）
馬単票数 計 545600 的中 �� 30866（2番人気）
ワイド票数 計 984595 的中 �� 67813（2番人気）�� 2609（61番人気）�� 1573（69番人気）
3連複票数 計2021279 的中 ��� 2789（133番人気）
3連単票数 計2568601 的中 ��� 1095（485番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．3―35．7―48．5―1：01．3―1：13．5―1：25．5―1：37．2―1：48．9―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フライライクバード �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 京都2着

2017．3．1生 牡4黒鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 12戦4勝 賞金 67，675，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月11日 曇 稍重 （3中京5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611	 ジャスパープリンス 牡6鹿 57 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

498± 01：22．1 9．3�
12 メイショウウズマサ 牡5黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 498± 01：22．31
 3．4�
612 スマートダンディー 牡7鹿 59 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500－ 41：22．72
 17．9�
510 メイショウベンガル 牡4芦 56 松若 風馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470－ 81：22．91 50．6�
714 サダムスキャット 牝4栗 54 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 476＋101：23．1� 6．7�
47 � ドウドウキリシマ 牡5栗 56 和田 竜二西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B488± 01：23．21 16．2�
35 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 中井 裕二ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 520± 01：23．51
 33．2	
816 アイオライト 牡4黒鹿56 川田 将雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 488－ 4 〃 クビ 5．2

59 サトノラファール 牡4栗 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 546＋141：23．6クビ 38．2�
815 メイショウオーパス 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502＋ 21：23．81 16．6
713	 オーロラテソーロ 牡4栗 56 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 498－ 81：24．12 13．7�

48 メイショウテンスイ 牡4栗 57 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 520－ 4 〃 アタマ 12．2�
36 コンパウンダー 牡6黒鹿56 菱田 裕二ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：24．41
 53．4�
23 ボンセルヴィーソ 牡7栗 57 岩田 望来名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 480－ 2 〃 クビ 16．1�
24 デターミネーション 牡5鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：24．93 54．2�
11 ロ ジ ク ラ イ 牡8黒鹿59 松田 大作久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524－ 81：25．64 194．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，087，400円 複勝： 134，858，100円 枠連： 65，194，800円
馬連： 300，542，400円 馬単： 99，646，700円 ワイド： 228，210，000円
3連複： 529，624，200円 3連単： 542，611，100円 計： 1，992，774，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 330円 � 170円 � 350円 枠 連（1－6） 1，580円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，820円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 74，070円

票 数

単勝票数 計 920874 的中 � 78429（4番人気）
複勝票数 計1348581 的中 � 96816（4番人気）� 251564（1番人気）� 88827（6番人気）
枠連票数 計 651948 的中 （1－6） 31895（7番人気）
馬連票数 計3005424 的中 �� 114964（4番人気）
馬単票数 計 996467 的中 �� 15162（13番人気）
ワイド票数 計2282100 的中 �� 69644（4番人気）�� 20063（38番人気）�� 56324（8番人気）
3連複票数 計5296242 的中 ��� 26299（51番人気）
3連単票数 計5426111 的中 ��� 5311（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．8―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ジャスパープリンス �
�
父 Violence �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．8．19 小倉2着

2015．5．29生 牡6鹿 母 Ambitious Journey 母母 Ambitious Cat 24戦5勝 賞金 111，395，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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） 3頭 ゴライアス号・ヒラソール号・ロードグラディオ号
（非抽選馬） 2頭 イーグルバローズ号・メイショウアリソン号

26012 9月11日 曇 稍重 （3中京5） 第1日 第12競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

24 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448－ 41：10．2 47．4�
714 カーテンコール 牝4栗 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 4 〃 クビ 110．5�
713 メ ラ ナ イ ト �6青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 466＋ 81：10．62 6．4�
612� ジャスパーゴールド 牡3栗 55

52 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers 448－ 21：10．81� 25．4�

12 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 490＋ 41：11．12 9．2�
510 サウンドサンビーム 牡4黒鹿57 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 470－121：11．41� 30．5	
611 ラインガルーダ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 468± 01：11．61� 9．6

59 アストロノーティカ 牡7鹿 57

54 ▲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 498－20 〃 クビ 22．7�

815� ララクリュサオル 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 498－ 61：11．7クビ 1．7�

（法942）

23 	 ア ノ マ リ ー 牡6青鹿57 藤井勘一郎吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 三石川上牧場 496－ 21：11．8
 290．6
36 アイティナリー 牡4黒鹿57 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ B512＋ 61：11．9クビ 19．2�
35 シゲルスピネル 牝5栗 55

52 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム B458－12 〃 クビ 217．5�
47 ミコブラック 牝3青鹿53 田中 健古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 474－ 61：12．0� 151．5�
48 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 小崎 綾也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 480＋ 81：12．1クビ 12．6�
816 バーンパッション 牡4黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 474－ 61：12．31� 66．8�
11 トウケイココノエ 牝5芦 55 菱田 裕二木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 530－131：13．47 233．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，742，800円 複勝： 115，787，900円 枠連： 27，470，800円
馬連： 137，945，800円 馬単： 63，666，900円 ワイド： 114，181，900円
3連複： 216，999，500円 3連単： 281，399，900円 計： 1，030，195，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，740円 複 勝 � 1，200円 � 2，830円 � 260円 枠 連（2－7） 8，550円

馬 連 �� 103，690円 馬 単 �� 121，500円

ワ イ ド �� 19，860円 �� 2，910円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 147，810円 3 連 単 ��� 2，000，140円

票 数

単勝票数 計 727428 的中 � 12252（10番人気）
複勝票数 計1157879 的中 � 23392（10番人気）� 9526（12番人気）� 141725（2番人気）
枠連票数 計 274708 的中 （2－7） 2489（24番人気）
馬連票数 計1379458 的中 �� 1031（80番人気）
馬単票数 計 636669 的中 �� 393（127番人気）
ワイド票数 計1141819 的中 �� 1468（81番人気）�� 10230（27番人気）�� 5902（40番人気）
3連複票数 計2169995 的中 ��� 1101（202番人気）
3連単票数 計2813999 的中 ��� 102（1618番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．2―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．4―46．1―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 14（6，12）（4，13，15）（2，5，10，11）8（9，16）－7，3－1 4 14（6，12）（4，13，15）（2，5，10）11，8，9，16－3，7－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パワフルヒロコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．9．10 阪神4着

2014．3．27生 牝7黒鹿 母 パワフルリーフ 母母 サ レ ン ダ ー 33戦3勝 賞金 41，800，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 コパノジャンピング号・ゴーゴーレイワ号・ジューンステータス号・ワーズワース号



（3中京5）第1日 9月11日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 142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

226，940，000円
8，210，000円
27，740，000円
1，330，000円
25，930，000円
62，727，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
602，800，300円
1，027，999，700円
204，961，300円
1，057，584，000円
510，449，800円
873，039，900円
1，658，850，100円
2，301，732，300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
計 8，237，417，400円

総入場人員 2，266名 （有料入場人員 2，032名）
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