
26025 9月18日 雨 不良 （3中京5） 第3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

33 ジ レ ト ー ル 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 468－121：24．3 1．5�
55 ペプチドヤマト 牡2栗 54 浜中 俊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 462－ 41：24．72� 3．6�
67 エクサープト 牝2栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 472± 01：25．02 119．7�
79 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± 01：25．1アタマ 35．0�
811 シュルヴィーヴル 牡2栗 54 岩田 康誠村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：25．73� 16．6	
66 ブルーインサニティ 牡2鹿 54 �島 克駿石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 486± 0 〃 クビ 62．2

78 タ ガ ノ ル ナ 牝2栗 54

50 ★永島まなみ八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426－ 41：26．23 45．3�

11 ルクスラピッド 牡2鹿 54 池添 謙一�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 450－ 61：26．94 15．4�
810 ア ン ド レ ア 牝2青鹿54 中井 裕二�高橋ファーム 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 448－ 4 〃 クビ 72．2
22 ストームサージ 牡2青鹿54 松若 風馬ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 81：27．96 16．2�
44 ト ゴ 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：30．5大差 28．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，375，800円 複勝： 51，554，500円 枠連： 6，874，300円
馬連： 43，061，900円 馬単： 28，092，000円 ワイド： 40，186，600円
3連複： 70，314，600円 3連単： 104，123，000円 計： 383，582，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 1，130円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，710円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 393758 的中 � 198032（1番人気）
複勝票数 計 515545 的中 � 271711（1番人気）� 78973（2番人気）� 4076（11番人気）
枠連票数 計 68743 的中 （3－5） 15362（1番人気）
馬連票数 計 430619 的中 �� 95704（1番人気）
馬単票数 計 280920 的中 �� 44295（1番人気）
ワイド票数 計 401866 的中 �� 66038（1番人気）�� 3235（27番人気）�� 2394（35番人気）
3連複票数 計 703146 的中 ��� 5760（28番人気）
3連単票数 計1041230 的中 ��� 4020（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．3―59．5―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ レ ト ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2021．7．25 新潟5着

2019．4．22生 牡2鹿 母 サ ン ビ ス タ 母母 ホワイトカーニバル 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日まで平地競走に出走で

きない。

26026 9月18日 雨 不良 （3中京5） 第3日 第2競走 ��1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

810 メズメライザー 牡2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋101：11．1レコード 2．3�

22 スーパーラッキー 牡2鹿 54 川島 信二重野 心平氏 新谷 功一 むかわ 市川牧場 448＋ 41：11．31 6．2�
77 クラーベドラド 牡2青鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：12．04 5．5�
33 ルクスランページ 牡2栗 54 武 豊�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 464－ 21：12．63� 8．0�
55 � エレクトロワールド 牝2鹿 54 吉田 隼人山口 裕介氏 吉岡 辰弥 米 Farm Ⅲ

Enterprises 422－ 81：12．92 9．8	
44 カ ッ コ ヨ カ 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 446＋161：13．0� 26．5

11 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 496－ 41：13．31� 56．5�
89 スマートアクシオン 牡2鹿 54

51 ▲角田 大和大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 508－ 21：14．89 37．6�
78 キーマーキュリー 牡2鹿 54 �島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 B478－121：15．12 164．7
66 � ヨ ー デ ル 牡2栗 54 川田 将雅小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC 518＋ 41：16．16 9．2�
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売 得 金
単勝： 41，072，600円 複勝： 49，051，700円 枠連： 6，477，400円
馬連： 54，830，500円 馬単： 27，962，100円 ワイド： 47，683，300円
3連複： 75，596，400円 3連単： 103，270，600円 計： 405，944，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 410726 的中 � 146195（1番人気）
複勝票数 計 490517 的中 � 162896（1番人気）� 59979（4番人気）� 75668（2番人気）
枠連票数 計 64774 的中 （2－8） 6696（2番人気）
馬連票数 計 548305 的中 �� 58716（2番人気）
馬単票数 計 279621 的中 �� 16900（2番人気）
ワイド票数 計 476833 的中 �� 42085（2番人気）�� 56869（1番人気）�� 28042（5番人気）
3連複票数 計 755964 的中 ��� 61433（1番人気）
3連単票数 計1032706 的中 ��� 20160（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―48．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メズメライザー �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．6．19 阪神2着

2019．2．10生 牡2鹿 母 チ ャ ー ム 母母 ミスアドーラブル 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 ヨーデル号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第５回 中京競馬 第３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



26027 9月18日 雨 不良 （3中京5） 第3日 第3競走 ��1，600�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
1：33．1
1：32．3

良
良

813 ピンクマクフィー 牝2鹿 54 福永 祐一 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 426－121：36．8 8．2�
57 プルサティーラ 牝2鹿 54 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 416－ 61：36．9� 3．1�
34 マ マ コ チ ャ 牝2鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 4．1�
711 ニャンチンノン 牡2栗 54

53 ☆富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 442± 01：37．43 56．5�
33 � エ ク セ ト ラ 牡2鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle

Club Team 488－121：37．6� 20．1	
46 エイユーカリーナ 牝2鹿 54 国分 優作笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 430－ 41：38．02� 131．4

45 ハヤブサウィッシュ 牡2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 6 〃 ハナ 12．8�
712 テイエムケントオー 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 444－ 21：38．1クビ 18．1�
11 ペルマナント 牡2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 41：38．52� 39．1
610 ストームゾーン 牡2鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 500± 01：39．24 43．6�
58 グロズニーグラード 牡2鹿 54 武 豊前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 6 〃 クビ 17．5�
22 ダテボレアス 牡2鹿 54 藤岡 康太渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 478－ 81：39．41	 10．7�
814 ワ ガ ン セ 牡2芦 54 C．ルメール�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B444－ 41：40．35 9．8�

（13頭）
69 サトノラッシュ 牡2鹿 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，803，000円 複勝： 60，046，800円 枠連： 13，352，600円
馬連： 63，834，900円 馬単： 27，152，400円 ワイド： 62，176，000円
3連複： 99，314，200円 3連単： 100，503，000円 計： 476，182，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 200円 � 140円 � 170円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 460円 �� 470円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 498030 的中 � 50538（3番人気）
複勝票数 計 600468 的中 � 67496（3番人気）� 134468（1番人気）� 85853（2番人気）
枠連票数 計 133526 的中 （5－8） 21803（1番人気）
馬連票数 計 638349 的中 �� 43094（2番人気）
馬単票数 計 271524 的中 �� 8170（6番人気）
ワイド票数 計 621760 的中 �� 33257（2番人気）�� 32472（3番人気）�� 53807（1番人気）
3連複票数 計 993142 的中 ��� 47501（1番人気）
3連単票数 計1005030 的中 ��� 5928（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．0―48．1―1：00．4―1：12．7―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

ピンクマクフィー �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．8．7 新潟8着

2019．3．20生 牝2鹿 母 シュンドルボン 母母 ネイチャーガイド 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔出走取消〕 サトノラッシュ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

26028 9月18日 雨 不良 （3中京5） 第3日 第4競走 1，800�2歳新馬
発走11時20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

11 アスクドゥラメンテ 牡2鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 516 ―1：53．5 2．2�
55 ナオミニデレデレヤ 牝2栗 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新ひだか 乾 皆雄 448 ―1：53．92� 37．7�
33 スペクトログラム 牡2栗 54 岩田 望来 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496 ―1：54．11� 6．2�
812 ユ リ シ ー ズ �2芦 54 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 462 ― 〃 アタマ 17．5�
811 ザ ッ キ ン グ 牡2栗 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 538 ―1：56．1大差 8．0	
68 カズオルパダン 牡2黒鹿54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新ひだか 佐竹 学 492 ―1：56．62� 45．3

79 グレイトショーマン 牡2鹿 54 C．ルメール 岡 浩二氏 新谷 功一 様似 様似堀牧場 504 ―1：56．7� 8．5�
710 タマモワカムシャ 牡2鹿 54 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 474 ―1：57．87 7．1�
44 プライムアクター 牡2栗 54 国分 優作 �京都ホースレーシング 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム 502 ―1：57．9� 129．0
56 メイショウユズルハ 牡2鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 474 ―1：58．11� 20．6�
67 ル ー シ ッ ド 牡2芦 54 幸 英明広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 474 ―2：01．0大差 26．5�
22 ノ ー バ デ ィ 牡2青 54 和田 竜二野村 茂雄氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 478 ―2：01．1� 88．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，974，400円 複勝： 45，416，400円 枠連： 11，391，800円
馬連： 46，800，800円 馬単： 25，820，900円 ワイド： 43，459，300円
3連複： 71，445，000円 3連単： 93，678，800円 計： 382，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 740円 � 190円 枠 連（1－5） 1，560円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 290円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 計 449744 的中 � 164496（1番人気）
複勝票数 計 454164 的中 � 115784（1番人気）� 10508（10番人気）� 63974（3番人気）
枠連票数 計 113918 的中 （1－5） 5624（7番人気）
馬連票数 計 468008 的中 �� 8952（15番人気）
馬単票数 計 258209 的中 �� 3114（24番人気）
ワイド票数 計 434593 的中 �� 8514（15番人気）�� 45273（1番人気）�� 4990（26番人気）
3連複票数 計 714450 的中 ��� 12385（12番人気）
3連単票数 計 936788 的中 ��� 3028（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．3―50．2―1：02．9―1：15．7―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．8
1
3
9，8（1，11）10－（3，6）5，4，12＝（2，7）・（9，8，11，5）1（3，12）10（4，6）＝2，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクドゥラメンテ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Proud Citizen 初出走

2019．2．4生 牡2鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーシッド号・ノーバディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日ま

で平地競走に出走できない。



26029 9月18日 小雨 不良 （3中京5） 第3日 第5競走 ��1，200�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
1：08．5
1：07．5

良
良

66 ラ キ エ ー タ 牝2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408 ―1：10．7 1．9�

78 ダイヤモンドフジ 牡2鹿 54
53 ☆富田 暁 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458 ―1：10．91� 13．9�
22 ウェルメイド 牝2鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 418 ―1：11．43 7．8�
810 クリノマジン 牡2鹿 54 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 444 ―1：11．5� 4．6�
11 エムリエール 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 440 ―1：11．61 19．9	
33 � ブラヴィーノ 牡2栗 54 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

430 ― 〃 ハナ 26．1

89 ヴ ィ ー ガ ン 牝2鹿 54 和田 竜二伊藤 良兵氏 今野 貞一 浦河 谷口牧場 430 ―1：12．45 37．5�
55 フェリシタシオネス 牝2栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：12．82� 9．3�
44 ユーディアライト 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 378 ― 〃 アタマ 147．4
77 エクメディレーザー 牝2栗 54

50 ★永島まなみ橋本慎太郎氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 450 ―1：14．410 33．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，127，600円 複勝： 44，101，600円 枠連： 8，521，400円
馬連： 48，665，900円 馬単： 31，079，500円 ワイド： 42，269，500円
3連複： 72，893，000円 3連単： 125，722，600円 計： 417，381，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 340円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 441276 的中 � 191135（1番人気）
複勝票数 計 441016 的中 � 154231（1番人気）� 34641（5番人気）� 52795（3番人気）
枠連票数 計 85214 的中 （6－7） 8323（4番人気）
馬連票数 計 486659 的中 �� 32138（4番人気）
馬単票数 計 310795 的中 �� 15152（5番人気）
ワイド票数 計 422695 的中 �� 23787（4番人気）�� 34358（2番人気）�� 7363（17番人気）
3連複票数 計 728930 的中 ��� 23089（8番人気）
3連単票数 計1257226 的中 ��� 10249（27番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．2―47．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ キ エ ー タ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．2．1生 牝2鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26030 9月18日 小雨 不良 （3中京5） 第3日 第6競走 1，800�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52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

11 エイカイステラ 牝3鹿 52 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．9 2．7�
33 タマモパッション 牝4鹿 55 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 500－ 41：50．43� 10．4�
46 ヴェールアップ 牝3芦 52 川田 将雅 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484＋161：50．93 7．4�
34 マテンロウルビー 牝3鹿 52

49 ▲小沢 大仁寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 454＋121：51．21� 25．0�
45 シ ェ ー ン 牝4芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－ 61：51．41� 196．8	

22 プラウドルック 牝3鹿 52 �島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋16 〃 クビ 15．2

610 ジョイフルダンサー 牝3鹿 52 池添 謙一大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 21：51．82� 31．4�
58 メイショウハナモモ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456± 01：51．9クビ 4．2�
57 チュウワエンジェル 牝3鹿 52 吉田 隼人中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－ 81：52．0� 45．8
711 バイオレットジンク 牝3青鹿52 和田 竜二�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 41：52．11 33．0�
814 ヤマカツパトリシア 牝4青 55

52 ▲松本 大輝山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 81：52．2� 162．2�
813 ネフェルタリ 牝3黒鹿52 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 494＋101：52．62� 14．5�
69 ワイドアウェイク 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 61：52．81 50．4�
712 メガキャット 牝3栗 52 松山 弘平中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 520－ 2 〃 クビ 7．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，458，000円 複勝： 68，570，900円 枠連： 12，918，900円
馬連： 76，213，400円 馬単： 32，439，300円 ワイド： 74，041，100円
3連複： 115，379，600円 3連単： 119，624，000円 計： 549，645，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 230円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 650円 �� 510円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 504580 的中 � 147639（1番人気）
複勝票数 計 685709 的中 � 156236（1番人気）� 67940（4番人気）� 67566（5番人気）
枠連票数 計 129189 的中 （1－3） 8824（3番人気）
馬連票数 計 762134 的中 �� 34728（5番人気）
馬単票数 計 324393 的中 �� 9603（6番人気）
ワイド票数 計 740411 的中 �� 29336（6番人気）�� 38729（3番人気）�� 16156（12番人気）
3連複票数 計1153796 的中 ��� 20353（12番人気）
3連単票数 計1196240 的中 ��� 4960（37番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．3―12．6―12．2―12．5―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．6―48．2―1：00．4―1：12．9―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
2（1，10）12，6，4（8，14）（3，5，9）（11，13）7・（2，1）（6，10）12（3，14）13（4，5，8）（7，11，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイカイステラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Azamour デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．5．6生 牝3鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 8戦2勝 賞金 21，170，000円



26031 9月18日 小雨 不良 （3中京5） 第3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）

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

69 レーヴリアン 牝3鹿 53 松若 風馬矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 484－ 61：10．9 12．2�
813 ベンチャーアウト 牡3栗 55 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 500－ 21：11．11 2．8�
22 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57 �島 克駿 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 502＋ 41：11．21 16．4�
710 ナ ム ラ ボ ス 牡4鹿 57 城戸 義政奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 480＋ 61：11．4� 9．4�
57 スカーレットジンク 牡3芦 55 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 6 〃 アタマ 4．7	
44 � メイショウニタボウ 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504－181：11．5� 49．5

11 	 エ ル ズ リ ー 牝5栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 526＋ 41：11．81
 8．0�

56 スリーモーリス 牡3鹿 55 森 裕太朗永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 524－10 〃 クビ 18．1�
68 ニホンピログルーヴ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 494＋ 41：11．9� 25．6
45 フィールドモーリス 牡3鹿 55

54 ☆泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 464± 01：12．0クビ 35．6�
711 テイエムハヤテオー 牡3栗 55 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 470－ 41：12．1� 22．2�
33 スターオブスパーダ 牡3芦 55 松山 弘平光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 422－101：12．52 8．8�
812 ラマルセイエーズ 牝3鹿 53 秋山真一郎岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 480＋161：13．88 92．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，751，700円 複勝： 64，076，600円 枠連： 14，873，600円
馬連： 79，629，000円 馬単： 31，552，500円 ワイド： 73，317，000円
3連複： 118，365，700円 3連単： 120，909，800円 計： 545，475，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 180円 � 380円 枠 連（6－8） 1，580円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，310円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，570円 3 連 単 ��� 59，990円

票 数

単勝票数 計 427517 的中 � 27908（6番人気）
複勝票数 計 640766 的中 � 50021（6番人気）� 115880（1番人気）� 38759（7番人気）
枠連票数 計 148736 的中 （6－8） 7267（7番人気）
馬連票数 計 796290 的中 �� 23908（9番人気）
馬単票数 計 315525 的中 �� 3713（25番人気）
ワイド票数 計 733170 的中 �� 20295（11番人気）�� 5407（40番人気）�� 30072（4番人気）
3連複票数 計1183657 的中 ��� 9269（31番人気）
3連単票数 計1209098 的中 ��� 1461（216番人気）

ハロンタイム 12．4―10．2―11．5―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．6―34．1―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴリアン �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．3．20 阪神5着

2018．2．28生 牝3鹿 母 フェイズシフト 母母 レイオブライト 6戦1勝 賞金 11，650，000円

26032 9月18日 曇 不良 （3中京5） 第3日 第8競走 ��3，300�第23回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード3：33．3良

78 ト ゥ ル ボ ー 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512－ 23：38．3 5．2�

44 サーブルオール 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490－ 23：38．83 3．2�
11 マ ー ニ 牡5黒鹿61 西谷 誠岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 454＋ 83：39．75 5．7�
810� マイネルプロンプト �9黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 484－ 23：41．310 11．2�
55 サトノファイター 牡5栗 60 黒岩 悠 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 480± 03：41．61	 4．5	
22 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 482－ 23：42．13 13．8

89 モ サ 牡5鹿 60 北沢 伸也岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 508－ 4 〃 クビ 43．2�
66 プレシャスタイム 牡8鹿 60 高田 潤小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 43：42．52	 94．9�
33 フォイヤーヴェルク 牡8青鹿60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 63：42．6
 7．5
77 ハルキストン 牡6鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 466＋ 43：42．91
 27．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，524，000円 複勝： 50，720，800円 枠連： 11，929，300円
馬連： 76，888，500円 馬単： 36，668，100円 ワイド： 55，987，500円
3連複： 140，788，700円 3連単： 215，060，300円 計： 630，567，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 280円 �� 510円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 425240 的中 � 64269（3番人気）
複勝票数 計 507208 的中 � 77068（3番人気）� 113241（1番人気）� 66589（4番人気）
枠連票数 計 119293 的中 （4－7） 13839（2番人気）
馬連票数 計 768885 的中 �� 75458（2番人気）
馬単票数 計 366681 的中 �� 15262（5番人気）
ワイド票数 計 559875 的中 �� 54192（2番人気）�� 25893（6番人気）�� 44114（3番人気）
3連複票数 計1407887 的中 ��� 79396（3番人気）
3連単票数 計2150603 的中 ��� 21989（16番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．1－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡5栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 障害：6戦4勝 賞金 80，205，000円



26033 9月18日 曇 重 （3中京5） 第3日 第9競走 2，200�
か な や ま

金 山 特 別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

56 ワイドエンペラー 牡3鹿 54 C．ルメール 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 488－122：12．6 5．1�
44 ディヴィーナ 牝3鹿 52 川田 将雅佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422－ 22：12．81� 2．5�
813 ロードプレジール 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 22：13．12 16．4�
33 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿54 幸 英明吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：13．2� 43．9�
812 レ ベ ラ ン ス 牡3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 B448－ 42：13．83� 7．0	
45 トーホウバロン 牡3黒鹿54 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 472－ 22：13．9� 19．1

68 ジェニーアムレット 牝3鹿 52 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：14．0� 15．9�
11 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡3栗 54 武 豊前田 幸大氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 02：14．21� 4．3�
22 サ ル マ ン 牡3芦 54 川須 栄彦吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 504＋ 82：14．83� 166．5
711� キャプテンドレイク 牡4鹿 57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476－ 22：14．9クビ 63．4�
69 ハッピーオーサム 牝3黒鹿52 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 42：15．11� 16．5�
57 ボ ン ベ ー ル 牡5鹿 57 川島 信二木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 484－ 62：15．41� 65．0�
710 テイケイラウレア 牝3鹿 52 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B438－102：16．46 204．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，650，700円 複勝： 92，620，500円 枠連： 27，485，500円
馬連： 115，739，200円 馬単： 45，977，100円 ワイド： 95，012，300円
3連複： 164，582，600円 3連単： 200，399，200円 計： 807，467，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 130円 � 370円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，080円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 12，540円

票 数

単勝票数 計 656507 的中 � 101610（3番人気）
複勝票数 計 926205 的中 � 141376（3番人気）� 247129（1番人気）� 44109（7番人気）
枠連票数 計 274855 的中 （4－5） 33990（3番人気）
馬連票数 計1157392 的中 �� 157776（1番人気）
馬単票数 計 459771 的中 �� 24045（3番人気）
ワイド票数 計 950123 的中 �� 93322（1番人気）�� 20528（14番人気）�� 35058（8番人気）
3連複票数 計1645826 的中 ��� 51372（4番人気）
3連単票数 計2003992 的中 ��� 11580（32番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．5―12．7―12．8―12．5―12．3―12．3―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．1―34．6―47．3―1：00．1―1：12．6―1：24．9―1：37．2―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4F47．7―3F35．4
1
3
7－（10，11）9（4，8）（1，5，12）（2，6）－3，13
7（10，11）（9，4）（1，8）（5，12）（2，3）6，13

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

勝馬の
紹 介

ワイドエンペラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．5 中京9着

2018．3．15生 牡3鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 8戦2勝 賞金 21，465，000円
※ディヴィーナ号・ハッピーオーサム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26034 9月18日 曇 不良 （3中京5） 第3日 第10競走 1，800�
お お ぶ

大 府 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス，2．9．19以降3．9．12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 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード
中央レコード

1：47．6
1：47．6

重
重

812 アドマイヤメティス 牝4鹿 52 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 418－ 21：48．7 31．7�
69 タガノウィリアム 牡4黒鹿56 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：48．8� 10．0�
813 バーデンヴァイラー 牡3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502－ 41：49．01 1．2�
56 サトノクライム 牡5鹿 53 泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482－161：49．53 35．1�
57 クリノドラゴン 牡3栗 53 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 468－161：50．03 17．5	
711 ジ ロ ー 牡4鹿 54 松山 弘平エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 484＋14 〃 同着 35．4

33 カルロスミノル 牡5栗 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 B476－ 8 〃 ハナ 22．1�
45 � グランデラムジー 牡5黒鹿54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 462－ 41：50．1クビ 80．3�
22 タガノキングロード 牡4黒鹿54 岩田 望来八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 61：50．63 14．1
68 クラウンデザイアー 牡4黒鹿54 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482－ 81：50．71 41．5�
710 ザプラウドワンズ �5鹿 54 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 492－ 41：51．23 111．9�
11 クリノキングボス 牡4栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B468－ 41：51．94 177．6�
44 ゼヒニオヨバズ �5黒鹿53 菱田 裕二サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 520＋ 21：53．510 96．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 85，157，300円 複勝： 250，881，800円 枠連： 23，051，400円
馬連： 123，469，400円 馬単： 79，007，700円 ワイド： 107，181，700円
3連複： 193，049，000円 3連単： 370，192，400円 計： 1，231，990，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 330円 � 180円 � 110円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 8，000円 馬 単 �� 28，050円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 520円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 59，440円

票 数

単勝票数 計 851573 的中 � 21427（6番人気）
複勝票数 計2508818 的中 � 45643（6番人気）� 110237（2番人気）� 1924984（1番人気）
枠連票数 計 230514 的中 （6－8） 46771（1番人気）
馬連票数 計1234694 的中 �� 11953（18番人気）
馬単票数 計 790077 的中 �� 2112（41番人気）
ワイド票数 計1071817 的中 �� 16587（16番人気）�� 50090（5番人気）�� 128625（1番人気）
3連複票数 計1930490 的中 ��� 66528（7番人気）
3連単票数 計3701924 的中 ��� 4515（141番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．4―11．8―11．6―11．6―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．1―47．9―59．5―1：11．1―1：23．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤメティス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Candy Ride デビュー 2019．10．19 京都7着

2017．3．15生 牝4鹿 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 15戦3勝 賞金 38，113，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26035 9月18日 曇 重 （3中京5） 第3日 第11競走 ��
��2，000�ケフェウスステークス

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，2．9．19以降3．9．12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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：58．3
1：56．1

良
良

68 ア ラ タ 牡4鹿 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 454－ 22：01．2 3．9�
44 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 7．3�
45 マリアエレーナ 牝3芦 48 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 420＋ 22：01．41 3．5�
711 ブラックマジック 牡4青鹿54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444－ 22：01．51 13．1�
813 フ ラ ン ツ 牡6鹿 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440－142：01．6� 26．2�
710 レクセランス 牡4鹿 54 松山 弘平 	シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 17．8

22 ウインイクシード 牡7黒鹿56 和田 竜二�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 502± 0 〃 ハナ 10．4�
11 ショウナンバルディ 牡5黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 446± 02：01．7� 9．8�
69 アフリカンゴールド �6栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 22：01．91	 50．4
56 ラ ー ゴ ム 牡3栗 53 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512－ 82：02．11 8．3�
33 タイセイトレイル 牡6黒鹿54 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－122：02．31	 99．8�
812 レインボーフラッグ 牡8鹿 54 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468＋ 22：02．4
 41．2�
57 ワイプティアーズ 牡6栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 530－ 22：02．93 27．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 127，831，200円 複勝： 169，999，700円 枠連： 58，202，800円
馬連： 338，982，500円 馬単： 113，605，400円 ワイド： 242，726，200円
3連複： 558，249，700円 3連単： 612，425，300円 計： 2，222，022，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 220円 � 150円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計1278312 的中 � 259935（2番人気）
複勝票数 計1699997 的中 � 334323（1番人気）� 161571（4番人気）� 314036（2番人気）
枠連票数 計 582028 的中 （4－6） 81787（1番人気）
馬連票数 計3389825 的中 �� 145862（6番人気）
馬単票数 計1136054 的中 �� 25900（8番人気）
ワイド票数 計2427262 的中 �� 104033（4番人気）�� 198983（1番人気）�� 104366（3番人気）
3連複票数 計5582497 的中 ��� 185730（3番人気）
3連単票数 計6124253 的中 ��� 34101（17番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．8―12．7―12．5―12．2―12．1―11．6―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―37．4―50．1―1：02．6―1：14．8―1：26．9―1：38．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．16生 牡4鹿 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 11戦5勝 賞金 74，289，000円
〔発走状況〕 アフリカンゴールド号は，枠入り不良。

26036 9月18日 曇 不良 （3中京5） 第3日 第12競走 1，400�3歳以上1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 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

611� エ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ B468－ 81：23．0 21．5�

815 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 B484－ 21：23．32 7．0�

58 ゴールドフライト 牡3鹿 55 池添 謙一加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 468－ 81：23．4� 1．9�
46 タケルジャック 牡3青鹿55 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 41：23．5� 12．9�
34 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476－ 61：23．6アタマ 4．4�
35 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 488－ 21：23．7� 282．2	
23 フロストエッジ 牝3栗 53 酒井 学
大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492＋ 41：23．8� 66．8�
11 セカンドエフォート 牡8青鹿57 浜中 俊 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 512± 01：23．9� 30．2�
59 タイセイロワイヤル 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 488＋ 21：24．11	 140．6
814 マイネルグスタフ 牡3栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 4 〃 クビ 32．4�
610 シューラヴァラ 牡3黒鹿55 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：24．2� 12．8�
712� トウカイラルゴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一内村 正則氏 長谷川浩大 日高 碧雲牧場 496－161：25．05 24．3�
47 サウンドパドマ 牝3鹿 53 森 裕太朗増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 424＋ 21：25．63� 66．8�
713 エクスチェンジ 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 B482－ 61：26．98 54．5�
22 � ホウオウソルジャー 牡5芦 57 川島 信二小笹 芳央氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 462－ 61：28．07 237．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，821，800円 複勝： 97，911，800円 枠連： 27，698，000円
馬連： 146，133，100円 馬単： 67，694，700円 ワイド： 123，634，600円
3連複： 238，121，000円 3連単： 316，688，500円 計： 1，104，703，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 400円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 2，080円

馬 連 �� 7，170円 馬 単 �� 14，940円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 640円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 46，280円

票 数

単勝票数 計 868218 的中 � 32231（6番人気）
複勝票数 計 979118 的中 � 42972（7番人気）� 136933（3番人気）� 272658（1番人気）
枠連票数 計 276980 的中 （6－8） 10274（9番人気）
馬連票数 計1461331 的中 �� 15792（21番人気）
馬単票数 計 676947 的中 �� 3397（40番人気）
ワイド票数 計1236346 的中 �� 17455（19番人気）�� 49075（5番人気）�� 85741（2番人気）
3連複票数 計2381210 的中 ��� 52673（9番人気）
3連単票数 計3166885 的中 ��� 4961（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―33．8―45．7―58．1―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ ヴ ァ ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ

2017．3．3生 牡4鹿 母 ケープジャスミン 母母 シェイクハンド 7戦1勝 賞金 8，370，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ホウオウソルジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タイセイロワイヤル号の騎手小沢大仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ホウオウソルジャー号は，令和3年9月19日から令和3年10月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウソルジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日まで平

地競走に出走できない。
※タケルジャック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3中京5）第3日 9月18日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 147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

248，880，000円
9，940，000円
29，130，000円
1，850，000円
29，720，000円
63，691，750円
4，932，500円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
720，548，100円
1，044，953，100円
222，777，000円
1，214，249，100円
547，051，700円
1，007，675，100円
1，918，099，500円
2，482，597，500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 9，157，951，100円

総入場人員 2，250名 （有料入場人員 2，014名）
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