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25001 9月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4中山4） 第1日 第1競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

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

45 ウインガヴァナー 牡4黒鹿60 平沢 健治�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 506＋ 43：15．7 3．8�
69 グラスディアブロ 牡5鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 470＋ 23：15．81 13．6�
11 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 520± 03：15．9クビ 8．1�
44 � シーザワールド 牡9鹿 60 石神 深一村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 514＋ 23：16．11 20．9�
813 スマートキャノン 牡3栗 58

56 ▲小牧加矢太大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 466± 03：16．95 14．7	
68 ラジェドール 牡4芦 60 草野 太郎根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム B514＋103：17．43 15．4

57 トモノコテツ 牡7鹿 60 難波 剛健共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B478＋123：18．57 20．7�
710� スフバータル �9栗 60 蓑島 靖典�和田牧場 松永 康利 新ひだか 城市 公 494－ 23：19．45 162．2�
56 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 西村 太一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 476＋ 6 〃 ハナ 104．6
711 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B476＋ 63：19．6	 3．0�
22 テイエムリオン 牡4黒鹿60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 470－143：22．8大差 66．4�
33 � コラルブラッシュ 牡6鹿 60 大庭 和弥中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 468－ 23：23．97 123．6�
812� ルレーヴドゥリリ 牝5黒鹿58 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 510＋ 6 （競走中止） 5．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，670，800円 複勝： 29，828，200円 枠連： 10，329，100円
馬連： 40，827，100円 馬単： 19，179，100円 ワイド： 34，545，500円
3連複： 73，405，100円 3連単： 75，634，600円 計： 304，419，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 320円 � 240円 枠 連（4－6） 990円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 760円 �� 730円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 28，320円

票 数

単勝票数 計 206708 的中 � 43300（2番人気）
複勝票数 計 298282 的中 � 57559（2番人気）� 20770（5番人気）� 30839（4番人気）
枠連票数 計 103291 的中 （4－6） 8078（4番人気）
馬連票数 計 408271 的中 �� 14643（8番人気）
馬単票数 計 191791 的中 �� 4389（10番人気）
ワイド票数 計 345455 的中 �� 11870（8番人気）�� 12452（6番人気）�� 5142（23番人気）
3連複票数 計 734051 的中 ��� 8205（25番人気）
3連単票数 計 756346 的中 ��� 1936（92番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 54．0－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインガヴァナー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．7．5 函館5着

2018．5．4生 牡4黒鹿 母 セキサンキセキ 母母 セキサンシラオキ 障害：6戦1勝 賞金 10，690，000円
〔競走中止〕 ルレーヴドゥリリ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

25002 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時40分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

22 サンティーテソーロ 牝2鹿 54 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 浦河 大島牧場 422－121：34．3 3．9�

69 テンプーシャオン 牡2栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 428± 01：35．15 10．6�
34 エンライトメント 牡2鹿 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 466＋ 61：35．31� 4．2�
46 クライノート 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：35．4� 15．1�
813 キタノチャリブル 牡2青鹿 54

52 △小林 凌大北所 直人氏 小西 一男 新冠 タニグチ牧場 440－ 2 〃 ハナ 179．8	
711 サトノミネルヴァ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 456± 01：35．5クビ 7．0

814 トーセンサウダージ 牡2鹿 54 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 81：35．82 15．8�
45 モンテイゾラ 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 3．8
33 キタノチェロキー 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 中山 高鹿康 450＋ 21：36．01 37．5�
58 ロデオフリップ 牝2黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 嶋田牧場 444＋ 61：36．11 387．7�
610 ディアナバイオ 牝2黒鹿54 丸田 恭介バイオ� 奥平 雅士 日高 沖田牧場 446＋ 21：36．84 52．3�
712 ヒラボクムーン 牝2鹿 54 内田 博幸�平田牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 476＋10 〃 クビ 223．7�
57 エーデルシュタイン 牝2黒鹿 54

52 △小林 脩斗田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト
クラブ 380－ 81：38．6大差 329．5�

11 アポロパシュート �2鹿 54 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 434＋ 81：39．45 165．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，531，500円 複勝： 72，956，600円 枠連： 13，382，600円
馬連： 76，955，000円 馬単： 32，235，400円 ワイド： 68，643，600円
3連複： 113，007，800円 3連単： 120，349，600円 計： 544，062，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 230円 � 140円 枠 連（2－6） 2，120円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 750円 �� 370円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 14，660円

票 数

単勝票数 計 465315 的中 � 100272（2番人気）
複勝票数 計 729566 的中 � 112179（3番人気）� 66697（5番人気）� 162530（1番人気）
枠連票数 計 133826 的中 （2－6） 4878（11番人気）
馬連票数 計 769550 的中 �� 26237（9番人気）
馬単票数 計 322354 的中 �� 6303（17番人気）
ワイド票数 計 686436 的中 �� 22294（11番人気）�� 50807（3番人気）�� 26770（8番人気）
3連複票数 計1130078 的中 ��� 30842（10番人気）
3連単票数 計1203496 的中 ��� 5950（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．5―59．7―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

サンティーテソーロ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．7．17 福島3着

2020．3．7生 牝2鹿 母 ナガラフラワー 母母 ガリカローズ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アポロパシュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アポロパシュート号の騎手石橋脩は，発馬機内での御法（馬が立ち上がった際，発馬機の一部をつかみ随伴が遅れた）に

ついて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーデルシュタイン号・アポロパシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年10月10日まで平地競走に出走できない。

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月10日 晴 稍重 （4中山4） 第1日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

68 ゴッドインパルス �2鹿 54 田辺 裕信髙瀬 正志氏 中舘 英二 浦河 大北牧場 466＋101：55．9 3．2�
67 スイッチオン 牡2栗 54 石橋 脩須山 悟至氏 小手川 準 浦河 浦河育成牧場 478± 01：56．64 4．5�
79 キョウエイルーマー 牡2栗 54

52 △小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 460－ 21：56．8� 71．1�
56 ノーアーギュメント 牡2鹿 54

51 ▲西塚 洸二柴田 洋一氏 南田美知雄 苫小牧 アスラン 480＋ 61：57．54 36．3�
33 バンドネオン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：58．03 4．3�
44 マイネルアラウダ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 468－ 81：58．53 54．8	

22 ニシノオールマイト 牡2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 堀内 岳志 新冠 中山 高鹿康 474＋ 81：58．6� 21．5

710 タイムトラベラー 牡2栗 54 嶋田 純次田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 456＋ 61：58．81 42．5�
811 ベアカワイコチャン 牝2栗 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 462－121：59．54 16．3�
11 キタノオブピース 牡2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 平取 有限会社中

田牧場 438＋ 41：59．6クビ 151．1
812 ニシノレヴナント 牡2栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか タツヤファーム B504＋ 42：02．3大差 5．5�
55 サノノビスケッツ 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 浦河 �川フアーム 446＋ 22：02．4� 15．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，753，200円 複勝： 46，502，000円 枠連： 15，035，600円
馬連： 59，278，500円 馬単： 24，791，500円 ワイド： 47，895，000円
3連複： 82，802，900円 3連単： 90，354，400円 計： 403，413，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 940円 枠 連（6－6） 700円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，290円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 30，710円

票 数

単勝票数 計 367532 的中 � 92149（1番人気）
複勝票数 計 465020 的中 � 105941（1番人気）� 72102（4番人気）� 8609（11番人気）
枠連票数 計 150356 的中 （6－6） 16555（3番人気）
馬連票数 計 592785 的中 �� 71217（2番人気）
馬単票数 計 247915 的中 �� 13688（2番人気）
ワイド票数 計 478950 的中 �� 41748（2番人気）�� 4991（28番人気）�� 3843（35番人気）
3連複票数 計 828029 的中 ��� 6037（34番人気）
3連単票数 計 903544 的中 ��� 2133（103番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．0―13．1―12．4―12．2―12．5―13．5―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．9―51．0―1：03．4―1：15．6―1：28．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．3
1
3
8（10，7）（5，9）（6，11）（1，12）4＝（2，3）・（8，7）10－（9，11）－4－6－（1，3）－12－2－5

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

勝馬の
紹 介

ゴッドインパルス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．7．30 新潟8着

2020．3．14生 �2鹿 母 ダイワエタニティー 母母 ダイワルージュ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 キョウエイルーマー号の騎手小林脩斗は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ゴッドインパルス号の騎手田辺裕信は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノレヴナント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月10日まで平地

競走に出走できない。
サノノビスケッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月10日まで平地
競走に出走できない。

25004 9月10日 晴 稍重 （4中山4） 第1日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

45 マーブルマカロン 牝2鹿 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 浦河 大北牧場 422 ―1：11．3 4．4�
57 スズカコーズ 牡2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 496 ―1：11．4� 2．7�
11 リキサンクー 牡2鹿 54 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 450 ―1：12．78 15．8�
69 トウカイフィエロ 牡2鹿 54 丹内 祐次内村 正則氏 菊川 正達 平取 二風谷ファーム 494 ―1：13．01� 7．7�
812 サトミノココロ 牝2栗 54 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 信成牧場 474 ―1：13．21� 5．9�
68 ツインビスケッツ 牝2栗 54 M．デムーロ会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 440 ―1：13．73� 14．5	
813 サンアルフィー 牝2栗 54 松岡 正海 
加藤ステーブル 水野 貴広 新ひだか 谷岡スタット 402 ―1：13．91 26．9�
711 パ ミ ー ラ 牝2青 54 黛 弘人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 422 ―1：14．32� 77．1�
44 マライアガーネット 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村下 清志 504 ―1：14．93� 122．7
22 サワヤカサワチャン 牝2鹿 54 丸田 恭介荒井 城志氏 南田美知雄 新冠 竹中牧場 480 ―1：15．32� 60．9�
710 サノノビーチ 牝2栗 54

52 △横山 琉人佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 498 ―1：15．51� 36．8�
33 ハッポウヤブレ 牡2黒鹿 54

51 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492 ―1：15．71� 172．2�
56 タマモマスラオ 牡2黒鹿54 坂井 瑠星タマモ
 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490 ―1：18．8大差 13．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，572，000円 複勝： 45，380，000円 枠連： 14，110，700円
馬連： 57，742，900円 馬単： 26，796，400円 ワイド： 47，922，900円
3連複： 77，107，100円 3連単： 88，861，700円 計： 398，493，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 260円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 780円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，030円

票 数

単勝票数 計 405720 的中 � 76027（2番人気）
複勝票数 計 453800 的中 � 82896（2番人気）� 106438（1番人気）� 33575（6番人気）
枠連票数 計 141107 的中 （4－5） 21461（1番人気）
馬連票数 計 577429 的中 �� 86195（1番人気）
馬単票数 計 267964 的中 �� 16758（2番人気）
ワイド票数 計 479229 的中 �� 55048（1番人気）�� 14526（8番人気）�� 14139（9番人気）
3連複票数 計 771071 的中 ��� 33518（2番人気）
3連単票数 計 888617 的中 ��� 10683（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．5―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーブルマカロン �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2020．3．15生 牝2鹿 母 ク ォ ー ク 母母 ファーディーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモマスラオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月10日まで平地競

走に出走できない。



25005 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

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

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

44 ロッククリーク 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．6 1．8�
22 ヴァイルマティ 牝2青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 496 ―2：02．7� 5．4�
55 スマイルスルー 牡2鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 ハナ 6．6�
33 イケイケドンドン 牡2鹿 54 大野 拓弥新井原 博氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 462 ―2：02．91� 56．6�
66 エッグスラット 牡2芦 54 石橋 脩�G1レーシング 矢野 英一 千歳 社台ファーム 492 ―2：04．07 25．6	
88 モーメントキャッチ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 500 ―2：04．21� 26．7

11 バンディート 牡2青鹿54 三浦 皇成大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 ディアレスト

クラブ 504 ―2：06．2大差 6．0�
77 グランフォーブル 牡2黒鹿54 丸山 元気飯田 訓大氏 土田 稔 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470 ―2：10．1大差 19．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 56，157，200円 複勝： 58，752，700円 枠連： 発売なし
馬連： 50，834，200円 馬単： 32，329，900円 ワイド： 41，241，900円
3連複： 61，749，600円 3連単： 141，873，500円 計： 442，939，000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 �� 440円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 200円 �� 370円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 561572 的中 � 256111（1番人気）
複勝票数 計 587527 的中 � 296555（1番人気）� 70251（2番人気）� 66165（4番人気）
馬連票数 計 508342 的中 �� 88723（1番人気）
馬単票数 計 323299 的中 �� 41001（1番人気）
ワイド票数 計 412419 的中 �� 63312（1番人気）�� 55738（3番人気）�� 23555（4番人気）
3連複票数 計 617496 的中 ��� 82839（1番人気）
3連単票数 計1418735 的中 ��� 63875（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．1―12．2―12．0―12．3―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．9―49．0―1：01．2―1：13．2―1：25．5―1：37．9―1：50．1

コーナー
通過順位

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

2
4
5（7，1）4，8－6－3－2
5（4，1）（8，2）3，6＝7

勝馬の
紹 介

ロッククリーク 
�
父 エピファネイア 

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2020．4．2生 牡2鹿 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バンディート号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）
〔その他〕 バンディート号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランフォーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月10日まで平地

競走に出走できない。

25006 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

本 賞 7，700，000円 2，500，000
2，500，000

円
円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

68 トラストパッキャオ 牝3栗 53 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 462－ 61：10．8 3．8�
56 オンマガトオル 牝3鹿 53 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 522－ 81：10．9� 28．2�
813 プランセスカグヤ 牝3鹿 53

51 △小林 脩斗岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 8 〃 同着 16．1�
710 クィーンアドバンス 牝5青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 478＋121：11．1� 38．1�
812 ローズブルーム 牝3栗 53 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 B444＋ 21：11．2� 9．5�
11 � ポルタフォルトゥナ 牝3鹿 53

51 △小林 凌大酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 63．5	
22 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

52 ▲水沼 元輝齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B484＋ 41：11．3� 56．3

44 コーラルティアラ 牝5栗 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 B480＋ 81：11．4クビ 13．8�
33 クルールデュヴァン 牝3鹿 53 横山 武史吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 1．9
57 エヴァジョーネ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム 432＋ 41：11．71� 13．2�
711 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 454＋101：11．8� 111．2�
45 フェスティヴノンノ 牝4栗 55 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 466＋ 81：12．54 122．8�
69 エイシンドゥルガー 牝3青鹿53 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 486－ 21：13．14 24．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，391，100円 複勝： 67，645，100円 枠連： 15，881，400円
馬連： 72，189，200円 馬単： 35，404，500円 ワイド： 69，104，100円
3連複： 109，887，100円 3連単： 134，338，300円 計： 552，840，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 �
�

700円
430円 枠 連（5－6）（6－8）

760円
500円

馬 連 ��
��

3，400円
1，450円 馬 単 ��

��
5，710円
2，490円

ワ イ ド ��
��

1，810円
810円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 22，560円 3 連 単 ���
���

56，950円
55，400円

票 数

単勝票数 計 483911 的中 � 101564（2番人気）
複勝票数 計 676451 的中 � 114157（2番人気）� 21626（9番人気）� 37372（6番人気）
枠連票数 計 158814 的中 （5－6） 7769（6番人気）（6－8） 12423（4番人気）
馬連票数 計 721892 的中 �� 8092（20番人気）�� 19591（10番人気）
馬単票数 計 354045 的中 �� 2305（32番人気）�� 5363（17番人気）
ワイド票数 計 691041 的中 �� 9746（20番人気）�� 23016（9番人気）�� 2961（46番人気）
3連複票数 計1098871 的中 ��� 3652（68番人気）
3連単票数 計1343383 的中 ��� 855（306番人気） ��� 879（301番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．1―11．7―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．3―45．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストパッキャオ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2021．8．29 新潟10着

2019．2．14生 牝3栗 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 8戦2勝 賞金 15，780，000円



25007 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

711 グランドライン 牡3青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 536＋ 41：47．3 4．1�
69 ホーリーエンブレム 牝3鹿 52 横山 武史 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426＋ 8 〃 アタマ 1．9�
56 グルーヴビート 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 41：47．4� 20．7�
44 ウインシュクラン �4栗 57 丹内 祐次�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 456± 0 〃 アタマ 16．0�
45 � レ ヴ ォ リ オ 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B488± 01：47．72 117．2	
812 ウインメイユール 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 426± 01：48．01� 101．2

710 トーセンクライマー 牡4芦 57 杉原 誠人島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B468± 01：48．1� 170．2�
57 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿57 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 0 〃 アタマ 27．9
68 マイネルパリオート 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：48．3	 58．1�
813 パトリックハンサム 牡3青鹿54 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 466－ 21：48．4� 17．1�
33 アピテソーロ 牡5青鹿57 丸田 恭介了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム B500＋ 41：48．5	 162．2�
22 テラフォーミング 牡3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 468＋ 41：48．92� 4．3�
11 エムティゲラン 牡3栗 54 武士沢友治�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 446＋ 21：50．28 201．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，240，700円 複勝： 70，021，800円 枠連： 15，286，000円
馬連： 74，922，900円 馬単： 39，035，100円 ワイド： 68，712，900円
3連複： 115，495，300円 3連単： 164，561，000円 計： 602，275，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 270円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 210円 �� 830円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 542407 的中 � 105431（2番人気）
複勝票数 計 700218 的中 � 114349（3番人気）� 247026（1番人気）� 41027（5番人気）
枠連票数 計 152860 的中 （6－7） 27736（1番人気）
馬連票数 計 749229 的中 �� 146797（1番人気）
馬単票数 計 390351 的中 �� 28807（3番人気）
ワイド票数 計 687129 的中 �� 98936（1番人気）�� 18352（12番人気）�� 29725（5番人気）
3連複票数 計1154953 的中 ��� 48876（6番人気）
3連単票数 計1645610 的中 ��� 15869（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―35．5―47．6―58．9―1：10．8―1：22．5―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドライン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．6．19 東京5着

2019．3．4生 牡3青鹿 母 グランシャルム 母母 ロイヤルファンタジー 11戦2勝 賞金 26，898，000円
〔発走状況〕 テラフォーミング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 グルーヴビート号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・

13番）
グランドライン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・12
番）

〔調教再審査〕 テラフォーミング号は，発走調教再審査。

25008 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

812 ヘ キ ク ウ 牡3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 530± 01：54．1 6．5�
710 インヴァリアンス 牡4栗 57 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 474± 01：54．95 2．8�
55 セザンテイオー 牡4栗 57 吉田 豊瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 504－ 21：55．0� 11．9�
11 ゲットアップ �4黒鹿57 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B472＋ 41：55．1� 31．3�
33 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 52 武藤 雅子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 462± 01：55．31 2．5	
22 ノクターナリティ 牡3黒鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472－ 41：55．5� 8．0

79 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 474－ 61：55．71	 83．3�
811
 マサカウマザンマイ 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 480± 01：55．91� 37．4�
56 ニシノボルテージ 牡3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 B454＋ 41：56．53� 25．2
68 ジンフラッシュ 牡5青鹿57 田中 勝春長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 508＋ 61：57．13� 32．9�
44 モンタナサファイア 牝3鹿 52

49 ▲佐々木大輔金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 日高 白井牧場 424＋ 81：57．52� 147．1�

67 タービンホール 牡3栗 54 木幡 初也永田 博之氏 竹内 正洋 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 482＋ 41：58．24 113．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，437，400円 複勝： 52，181，700円 枠連： 13，824，500円
馬連： 65，434，000円 馬単： 31，605，500円 ワイド： 56，460，200円
3連複： 99，410，000円 3連単： 128，553，300円 計： 485，906，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 140円 � 230円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 450円 �� 900円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 384374 的中 � 47007（3番人気）
複勝票数 計 521817 的中 � 63937（3番人気）� 124690（2番人気）� 50176（5番人気）
枠連票数 計 138245 的中 （7－8） 14000（3番人気）
馬連票数 計 654340 的中 �� 43770（4番人気）
馬単票数 計 316055 的中 �� 9009（11番人気）
ワイド票数 計 564602 的中 �� 33251（4番人気）�� 15180（9番人気）�� 27959（7番人気）
3連複票数 計 994100 的中 ��� 22274（12番人気）
3連単票数 計1285533 的中 ��� 6608（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―37．6―50．4―1：02．5―1：15．2―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘ キ ク ウ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2022．1．8 中山3着

2019．5．6生 牡3芦 母 シ ー ナ リ ー 母母 Favorite Pic 8戦2勝 賞金 16，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 モンタナサファイア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月10日まで平地競走に出走

できない。



25009 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

55 ドンデンガエシ 牡2鹿 54 横山 武史�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466± 01：35．8 2．8�
810 シルヴァーゴースト 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 434－ 41：36．22� 5．8�
11 サクセスバラード 牡2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 442＋ 21：36．41� 4．8�
77 ア マ イ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 442± 0 〃 ハナ 69．5�
44 ラパンラピッド 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：36．51 2．5	
66 エマウリオマレプ 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 504－ 21：36．81� 145．1

33 サウスシーパール 牡2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 456＋ 41：36．91 81．4�
22 	 シテイタイケツ 牡2鹿 54 矢野 貴之合同会社JPN技研 上杉 昌宏 浦河 中村 雅明 464＋ 41：37．53� 26．7�

（大井） （大井）

78 レインボーウォリア 牡2黒鹿54 永野 猛蔵�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム 436－ 61：37．6� 150．7
89 フレンドキング 牡2青鹿54 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 444－ 81：37．81� 241．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，539，400円 複勝： 53，814，800円 枠連： 12，657，100円
馬連： 70，509，500円 馬単： 41，588，900円 ワイド： 50，014，800円
3連複： 96，708，200円 3連単： 211，961，100円 計： 595，793，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 240円 �� 230円 �� 330円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 585394 的中 � 167749（2番人気）
複勝票数 計 538148 的中 � 152056（2番人気）� 73389（4番人気）� 77175（3番人気）
枠連票数 計 126571 的中 （5－8） 10945（5番人気）
馬連票数 計 705095 的中 �� 72456（5番人気）
馬単票数 計 415889 的中 �� 25622（6番人気）
ワイド票数 計 500148 的中 �� 55892（3番人気）�� 56836（2番人気）�� 35305（6番人気）
3連複票数 計 967082 的中 ��� 79424（4番人気）
3連単票数 計2119611 的中 ��� 40592（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．7―49．1―1：01．3―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドンデンガエシ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．6．5 東京4着

2020．2．14生 牡2鹿 母 トゥザハピネス 母母 トゥザヴィクトリー 3戦2勝 賞金 16，824，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25010 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第10競走
ウインズ汐留開設20周年記念

��
��1，200�

し お ど め

汐 留 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：06．7
1：05．8

良
良

611 ブレスレスリー 牝3芦 53 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 61：07．6 2．2�

47 カ レ ン ヒ メ 牝5芦 55 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 424－ 81：08．02� 29．9�
48 シゲルファンノユメ 牡3鹿 55 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 484－ 21：08．1クビ 5．1�
23 オードゥメール 牝3鹿 53 坂井 瑠星中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 456± 0 〃 クビ 7．2�
11 カシノフォワード 	4鹿 57 丸田 恭介柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436± 01：08．2クビ 24．0�
35 スズノヤマト 	5鹿 57 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋ 41：08．4
 56．9�
714 メイショウツワブキ 牝4栗 55 C．ルメール 松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 492－ 8 〃 アタマ 19．7	
816 ルミナスライン 牝4鹿 55 柴田 大知 
ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 446－ 2 〃 クビ 55．2�
510 セイラブミー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 494＋201：08．5クビ 107．6
24 マリーアミノル 牝4栗 55 秋山 稔樹吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 428＋16 〃 クビ 30．8�
59 � モ テ モ テ 牝6鹿 55 菊沢 一樹�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 470－ 21：08．6
 220．8�
612 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿55 藤田菜七子ゲートイン 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 444＋ 41：08．7クビ 199．3�
815 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 大野 拓弥栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 440± 01：08．91 11．9�
713 ディーバサンライズ 牝4鹿 55 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 480＋ 6 〃 クビ 36．4�
12 ステラダイヤ 牝4鹿 55 津村 明秀 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 B496－ 2 〃 クビ 6．8�
36 サニーオーシャン 牡4鹿 57 黛 弘人海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 450± 01：09．75 183．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，455，300円 複勝： 91，771，600円 枠連： 33，294，800円
馬連： 147，304，500円 馬単： 55，746，700円 ワイド： 122，131，400円
3連複： 237，915，500円 3連単： 254，095，600円 計： 1，007，715，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 490円 � 150円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 220円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 17，510円

票 数

単勝票数 計 654553 的中 � 232266（1番人気）
複勝票数 計 917716 的中 � 258607（1番人気）� 29427（9番人気）� 168297（2番人気）
枠連票数 計 332948 的中 （4－6） 48802（1番人気）
馬連票数 計1473045 的中 �� 35381（11番人気）
馬単票数 計 557467 的中 �� 10811（12番人気）
ワイド票数 計1221314 的中 �� 24796（11番人気）�� 174269（1番人気）�� 19874（16番人気）
3連複票数 計2379155 的中 ��� 53112（7番人気）
3連単票数 計2540956 的中 ��� 10518（37番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―10．6―10．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―32．6―43．5―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F35．0
3 2（1，9）3，11（4，12）（7，16）10（5，13）（8，14）－6，15 4 2－（9，11）（1，3）（7，12）4（10，16）5，13（8，14）－6，15

勝馬の
紹 介

ブレスレスリー �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2021．6．6 中京1着

2019．4．14生 牝3芦 母 ハ ッ シ ュ 母母 サ イ レ ン ト 9戦3勝 賞金 55，924，000円
〔制裁〕 カシノフォワード号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4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。
（非当選馬） 1頭 ミズノコキュウ号
（非抽選馬） 1頭 ラストリージョ号



25011 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第7回紫苑ステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

812 スタニングローズ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋141：59．9 2．8�
811 サウンドビバーチェ 牝3黒鹿54 横山 武史増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 488＋14 〃 クビ 5．9�
68 ラ イ ラ ッ ク 牝3鹿 54 戸崎 圭太芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 434＋ 82：00．0クビ 6．8�
22 サークルオブライフ 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 462－222：00．1� 6．0�
67 カヨウネンカ 牝3栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 458＋16 〃 アタマ 41．3�
44 ニシノラブウインク 牝3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 462＋ 22：00．2� 6．3	
55 シ ー グ ラ ス 牝3鹿 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 436＋182：00．41� 65．6�
56 エコルフリューゲル 牝3栗 54 内田 博幸鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 192．2�
710 サ ン カ ル パ 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：00．61� 6．0
11 エバーハンティング 牝3鹿 54 横山 琉人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 22：01．23	 80．2�
33 ロ ジ レ ッ ト 牝3黒鹿54 石川裕紀人久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：01．94 100．7�
79 コ ル ベ イ ユ 牝3鹿 54 勝浦 正樹井手 慶祐氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 82：04．0大差 44．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 216，200，600円 複勝： 280，656，700円 枠連： 75，118，100円
馬連： 500，637，700円 馬単： 185，777，900円 ワイド： 367，339，400円
3連複： 819，451，200円 3連単： 1，143，626，900円 計： 3，588，808，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 170円 � 190円 枠 連（8－8） 810円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 380円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計2162006 的中 � 617349（1番人気）
複勝票数 計2806567 的中 � 773322（1番人気）� 365548（4番人気）� 323663（5番人気）
枠連票数 計 751181 的中 （8－8） 71659（5番人気）
馬連票数 計5006377 的中 �� 487321（2番人気）
馬単票数 計1857779 的中 �� 106556（2番人気）
ワイド票数 計3673394 的中 �� 318120（2番人気）�� 245119（4番人気）�� 146821（8番人気）
3連複票数 計8194512 的中 ��� 311659（10番人気）
3連単票数 計11436269 的中 ��� 118941（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―35．9―48．1―1：00．8―1：13．1―1：24．8―1：36．2―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1
1
3
11，9（1，3，12）（4，10）（6，8）－7（2，5）
11（9，12，10）（1，3，4，2）5（6，8）7

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

勝馬の
紹 介

スタニングローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．6 中京2着

2019．1．18生 牝3鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 9戦4勝 賞金 172，502，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスタニングローズ号・サウンドビバーチェ号・ライラック号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月10日 晴 良 （4中山4） 第1日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

810 トウカイファクター 牡3青鹿 55
52 ▲佐々木大輔内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 460＋ 61：11．0 2．0�

11 アポロプラネット 牡3青鹿55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492＋ 61：12．06 6．0�
89 コウユーママニニテ 牝3黒鹿53 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 462＋101：12．21� 5．4�
22 フ レ ー ゲ ル 牡4鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 472－141：12．3� 4．5�
66 クリノザウルス 牡4鹿 57 松岡 正海栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 480－ 71：12．62 12．6�
33 アポロセイラン 牡5鹿 57 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 476＋121：12．8� 17．9�
77 � サンマルシップ 牡4芦 57

55 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 492－ 41：12．9� 81．8	
78 � ドリームウィーバー 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 482± 0 〃 クビ 136．2

55 � スパーダネーラ �6青鹿 57

55 △小林 脩斗瀬口 信正氏 中野 栄治 青森 有限会社
ラークヒルズ 428＋101：13．0クビ 120．4�

44 サ ノ カ ポ 牝4黒鹿 55
53 △小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 438＋ 21：13．21� 55．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 92，725，400円 複勝： 80，397，400円 枠連： 32，850，700円
馬連： 134，815，300円 馬単： 72，732，800円 ワイド： 100，608，600円
3連複： 192，186，700円 3連単： 358，485，600円 計： 1，064，802，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，280円

票 数

単勝票数 計 927254 的中 � 369645（1番人気）
複勝票数 計 803974 的中 � 233018（1番人気）� 109788（4番人気）� 119879（3番人気）
枠連票数 計 328507 的中 （1－8） 58601（2番人気）
馬連票数 計1348153 的中 �� 155299（3番人気）
馬単票数 計 727328 的中 �� 62380（3番人気）
ワイド票数 計1006086 的中 �� 94218（3番人気）�� 129608（1番人気）�� 53663（7番人気）
3連複票数 計1921867 的中 ��� 149598（3番人気）
3連単票数 計3584856 的中 ��� 79006（6番人気）

ハロンタイム 11．8―11．2―11．8―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―23．0―34．8―47．0―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 10（9，7，3）（6，1，5）（4，8）2 4 10（7，3）（9，6，1）5（4，2，8）

勝馬の
紹 介

トウカイファクター 
�
父 ザファクター 

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．8．29 新潟13着

2019．5．22生 牡3青鹿 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 8戦2勝 賞金 14，700，000円



（4中山4）第1日 9月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 146頭 本 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

239，210，000円
31，930，000円
1，430，000円
30，240，000円
64，932，000円
4，986，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
774，674，600円
949，908，600円
251，770，600円
1，351，450，800円
597，223，700円
1，074，620，300円
2，079，126，500円
2，912，695，600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 9，991，470，700円

総入場人員 13，933名 （有料入場人員 13，514名）
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