
25025 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

814 ト モ ジ ャ ミ 牝2黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 496＋ 21：11．4 1．4�
813 リリージェーン 牝2鹿 54

51 ▲原 優介馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 412－ 81：11．93 9．1�
45 トラネスハープ 牝2黒鹿54 横山 武史谷川 昭雄氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：13．17 3．8�
34 キ ュ ベ リ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人武田 浩典氏 嘉藤 貴行 新ひだか 矢野牧場 418－ 21：13．2クビ 136．2�
69 マ ラ マ プ ア 牝2栗 54

52 △永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 484－ 61：13．3� 20．6�
57 サ ッ チ モ 牝2黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 406＋ 4 〃 クビ 66．4	
46 ディーズメイト 牝2栗 54

52 △横山 琉人中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 486＋121：13．72� 41．9

58 サノノエスポ 牝2栗 54 江田 照男佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 426± 01：14．02 18．2�
711 デルマウッチャリ 牝2栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 406－ 41：14．63� 361．8�
610 アネモネポルト 牝2栗 54

52 △小林 凌大ウエスト．フォレスト．
ステイブル 小西 一男 浦河 目名太山口

牧場 422－ 21：14．81� 168．4�
22 ミ ル レ ー ヴ 牝2鹿 54 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 438± 0 〃 クビ 285．6�
11 ナブラチロワ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋ 61：14．9� 260．1�
33 ペ ッ プ セ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 438－ 41：16．07 369．3�
712 ハチミツプリン 牝2栗 54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 432± 01：16．53 126．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，581，600円 複勝： 154，978，400円 枠連： 15，135，400円
馬連： 63，377，700円 馬単： 39，626，500円 ワイド： 58，257，400円
3連複： 106，331，700円 3連単： 171，869，700円 計： 656，158，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（8－8） 410円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 300円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 465816 的中 � 250734（1番人気）
複勝票数 計1549784 的中 � 1167474（1番人気）� 103584（3番人気）� 122397（2番人気）
枠連票数 計 151354 的中 （8－8） 28526（2番人気）
馬連票数 計 633777 的中 �� 134257（2番人気）
馬単票数 計 396265 的中 �� 64897（2番人気）
ワイド票数 計 582574 的中 �� 82128（2番人気）�� 138763（1番人気）�� 36780（4番人気）
3連複票数 計1063317 的中 ��� 207368（1番人気）
3連単票数 計1718697 的中 ��� 92755（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．1―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト モ ジ ャ ミ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．7．2 福島2着

2020．3．12生 牝2黒鹿 母 ヤマノローラ 母母 ボーイントンキャニオン 3戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペップセ号・ハチミツプリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月17日

まで平地競走に出走できない。

25026 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35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

44 モンドプリューム 牡2鹿 54 三浦 皇成落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：54．4 2．9�
79 ツインクルトーズ 牝2栗 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：55．25 4．1�
66 フ リ ッ パ ー 牡2鹿 54 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 500－ 21：55．94 5．9�
78 タッチャブル 牡2鹿 54 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 新冠 ハクレイファーム B520＋ 61：56．85 18．3�
811 ハットグットゲット 牡2青鹿54 菅原 明良小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504－ 61：56．9クビ 6．9�
33 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± 0 〃 クビ 72．7	

11 ファンネルマーク 牡2芦 54 内田 博幸 
キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 524－ 41：58．38 4．8�
22 オ レ ゴ ノ ミ 牡2青 54

51 ▲水沼 元輝 
スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 田中 裕之 B440± 01：58．83 229．0�
67 ラージフィールド �2鹿 54

51 ▲原 優介坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット
ファーム 470＋141：59．01� 144．0

810 フリースタイル 牝2黒鹿54 津村 明秀�ビリオンスター深山 雅史 新ひだか 泊 寿幸 488＋ 41：59．32 106．8�
55 マイアミサンセット 牡2栗 54 菊沢 一樹竹下 浩一氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 462± 02：06．9大差 247．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，416，300円 複勝： 49，462，000円 枠連： 9，222，000円
馬連： 54，789，400円 馬単： 26，872，600円 ワイド： 46，622，900円
3連複： 71，855，500円 3連単： 98，306，600円 計： 394，547，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 250円 �� 290円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 374163 的中 � 105482（1番人気）
複勝票数 計 494620 的中 � 123544（1番人気）� 101021（2番人気）� 62394（5番人気）
枠連票数 計 92220 的中 （4－7） 15437（1番人気）
馬連票数 計 547894 的中 �� 81318（1番人気）
馬単票数 計 268726 的中 �� 20250（1番人気）
ワイド票数 計 466229 的中 �� 50963（1番人気）�� 40687（2番人気）�� 25285（9番人気）
3連複票数 計 718555 的中 ��� 52873（2番人気）
3連単票数 計 983066 的中 ��� 19094（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―38．5―51．6―1：04．4―1：16．8―1：29．4―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
・（9，11）10（4，5）6，3－8－7（2，1）
9（4，11）10（6，8）3－1，5－（2，7）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

モンドプリューム �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2022．6．12 東京5着

2020．4．16生 牡2鹿 母 エリモフェザー 母母 リトルマーメード 4戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアミサンセット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月17日まで平地

競走に出走できない。

第４回 中山競馬 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



25027 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走11時05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
1：07．8
1：07．5

良
良

714 シルバーレイズ 牝2芦 54 木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 日高 藤本ファーム 458＋ 41：09．1 11．7�
35 パ ル フ ュ メ 牝2鹿 54 戸崎 圭太大冨 智弘氏 岩戸 孝樹 新冠 新冠橋本牧場 458± 0 〃 クビ 2．1�
510 ラ ウ ラ ー ナ 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 金石牧場 424＋ 61：09．41� 29．1�
59 ワックスフラワー 牝2黒鹿54 内田 博幸�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 436± 01：09．61� 28．4�
713 ヴェンチュラムーン 牡2鹿 54 菅原 明良西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 424＋ 4 〃 クビ 9．6�
12 リュバンスリーズ 牝2黒鹿54 丹内 祐次小野寺悠太氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 ハナ 8．0	
36 ジュンフシナ 牡2黒鹿54 田辺 裕信河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 平野牧場 466－ 8 〃 ハナ 7．3

24 ショッキングブルー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 平取 有限会社中

田牧場 426＋ 41：09．7� 26．0�
48 キリシマラッキー 牡2栗 54

51 ▲佐々木大輔土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 442＋ 21：10．12� 186．4�
611 ク リ イ ロ 牝2栗 54 勝浦 正樹石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 392＋ 2 〃 ハナ 288．8
816 タイセイドルチェ 牝2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 472± 01：10．2クビ 13．1�
815 オフェーリア 牝2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 日高 道見牧場 422＋ 21：10．41� 281．3�
612 エクソソーム 牝2黒鹿54 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 日高 リコーファーム 414± 01：10．5� 17．5�
11 ビッグリュウオー 牡2鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 514± 0 〃 ハナ 67．2�
47 レジーナルージュ 牝2栗 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木下牧場 434－ 21：10．82 95．9�
23 ショウリノシナリオ 牡2黒鹿54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 浦河 富菜牧場 470＋ 21：10．9クビ 319．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，981，800円 複勝： 59，691，300円 枠連： 17，178，900円
馬連： 68，866，700円 馬単： 28，115，900円 ワイド： 66，174，200円
3連複： 104，432，000円 3連単： 104，813，400円 計： 491，254，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 300円 � 120円 � 540円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，650円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，590円 3 連 単 ��� 49，630円

票 数

単勝票数 計 419818 的中 � 30056（5番人気）
複勝票数 計 596913 的中 � 40642（6番人気）� 194911（1番人気）� 19632（10番人気）
枠連票数 計 171789 的中 （3－7） 31524（1番人気）
馬連票数 計 688667 的中 �� 42917（4番人気）
馬単票数 計 281159 的中 �� 5663（11番人気）
ワイド票数 計 661742 的中 �� 31248（4番人気）�� 4410（40番人気）�� 15563（12番人気）
3連複票数 計1044320 的中 ��� 9116（27番人気）
3連単票数 計1048134 的中 ��� 1531（147番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーレイズ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Lantana Mob デビュー 2022．8．28 新潟4着

2020．3．12生 牝2芦 母 シルバージェニー 母母 Jennierees 2戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンガルガーノ号・ハスノミ号・ルビータイプ号

25028 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第4競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時35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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

55 イルディヴィーノ 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 470 ―1：55．2 7．0�
810 ラフエイジアン 牡2鹿 54 田辺 裕信尾﨑 恒男氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 464 ― 〃 アタマ 2．5�
77 トライジャーニー 牡2鹿 54 菅原 明良密山 根成氏 武市 康男 新ひだか 飯岡牧場 472 ―1：56．37 24．6�
33 � サイレントウィンド 牡2鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 米

St. Simon
Place LLC &
Scott Stephens

498 ―1：57．25 7．4�
89 ウィズフィリップ 牡2黒鹿54 西村 太一山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 524 ― 〃 クビ 79．9�
44 ユイノデストラーデ 牡2青鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 490 ―1：57．62� 54．5	
11 オリエンタルエース 牡2黒鹿54 田中 勝春棚網 基己氏 大江原 哲 日高 細川牧場 504 ―1：57．92 61．2

22 ライヴシュガー 牝2栗 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 岡野牧場 504 ―1：58．53� 12．1�
78 � エ イ ト ワ ン 牡2鹿 54 戸崎 圭太大野 照旺氏 森 秀行 米 Pippa’s Hur-

ricane LLC 506 ―1：59．56 2．8�
66 タ タ ー ガ タ 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵程田 真司氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 454 ―2：01．8大差 80．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，202，700円 複勝： 42，359，300円 枠連： 8，782，300円
馬連： 49，756，000円 馬単： 27，034，200円 ワイド： 42，168，800円
3連複： 66，436，400円 3連単： 102，286，900円 計： 381，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 140円 � 450円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，390円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 422027 的中 � 51073（3番人気）
複勝票数 計 423593 的中 � 51371（3番人気）� 109044（2番人気）� 17568（6番人気）
枠連票数 計 87823 的中 （5－8） 7957（3番人気）
馬連票数 計 497560 的中 �� 46804（3番人気）
馬単票数 計 270342 的中 �� 9976（8番人気）
ワイド票数 計 421688 的中 �� 31381（3番人気）�� 7264（16番人気）�� 11204（10番人気）
3連複票数 計 664364 的中 ��� 10718（15番人気）
3連単票数 計1022869 的中 ��� 3277（69番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―13．0―13．2―12．8―13．0―12．9―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―38．0―51．2―1：04．0―1：17．0―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イルディヴィーノ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2020．4．13生 牡2鹿 母 クローバーリーフ 母母 レースウィング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タターガタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月17日まで平地競走に

出走できない。



25029 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：46．4
1：44．5

良
良

813 ティファニードンナ 牝2青 54 C．ルメール 三木 正浩氏 木村 哲也 浦河 三嶋牧場 492 ―1：50．1 2．4�
710 スノードーム 牝2鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ― 〃 クビ 2．3�
56 � リマスタリング 牝2栗 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 490 ―1：50．84 9．5�
22 ビップレオーネ 牡2鹿 54 三浦 皇成鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 新ひだか 小河 豊水 456 ―1：51．01 33．2�
812 ダンシングハピリー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 416 ―1：51．21� 83．0�
45 ワイドアラジン 牡2栗 54

53 ☆小沢 大仁幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 飛野牧場 476 ―1：51．3� 18．1	
57 コスモアメジスト 牝2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：51．4� 43．5

68 ノーブルマルシェ 牝2鹿 54 北村 宏司吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 444 ―1：51．5� 51．5�
69 パラダイスシティ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 406 ―1：51．6� 129．4
33 ミスターキング 牡2鹿 54 田辺 裕信田畑 利彦氏 森田 直行 新ひだか ヒサイファーム 482 ―1：51．81� 29．2�
11 ツカサレヴズ 牡2鹿 54 菅原 明良小泉 禎剛氏 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 468 ―1：52．22 16．0�
44 トーセンカイロス 牡2栗 54 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 462 ―1：52．94 154．5�
711 ルーラーリッチ 牡2鹿 54

52 △横山 琉人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 ハナ 154．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 53，059，300円 複勝： 52，789，700円 枠連： 11，465，400円
馬連： 59，280，600円 馬単： 32，165，500円 ワイド： 54，268，500円
3連複： 85，345，900円 3連単： 118，365，300円 計： 466，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 370円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，710円

票 数

単勝票数 計 530593 的中 � 181326（2番人気）
複勝票数 計 527897 的中 � 155808（2番人気）� 164339（1番人気）� 45507（3番人気）
枠連票数 計 114654 的中 （7－8） 35231（1番人気）
馬連票数 計 592806 的中 �� 169010（1番人気）
馬単票数 計 321655 的中 �� 52498（1番人気）
ワイド票数 計 542685 的中 �� 114401（1番人気）�� 35828（2番人気）�� 31369（3番人気）
3連複票数 計 853459 的中 ��� 92509（1番人気）
3連単票数 計1183653 的中 ��� 49992（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．7―38．2―50．8―1：03．2―1：15．5―1：27．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティファニードンナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2020．1．24生 牝2青 母 オピュレンス 母母 Rags to Riches 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ルーラーリッチ号は，枠入り不良。

25030 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55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 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

47 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± 01：11．1 3．0�

46 サンフィニティ 牝4鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 442＋ 41：11．41� 64．1�
11 イ ル ザ 牝3栗 53 大野 拓弥中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 450＋ 21：11．82� 16．8�
712 アラカザーム 牝4栗 55

52 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 454＋ 4 〃 ハナ 5．4�
814 ソールズベリー 牝3青鹿 53

50 ▲佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B452± 01：12．01� 7．9�

34 シーオブドリームス 牝4青鹿55 菅原 明良�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 480＋ 61：12．1クビ 8．2	

22 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿53 石川裕紀人久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B480± 0 〃 クビ 95．3

59 ハクサンパール 牝3鹿 53

51 △横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 450± 01：12．2� 11．0�
611 スリーマイトコーズ 牝4栗 55 菊沢 一樹永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 B458＋ 61：12．83� 23．2
610 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 B452－ 2 〃 アタマ 119．5�
815 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 B464－ 21：12．9� 165．3�
23 ガーデンアイル 牝3栗 53 北村 宏司 �サンデーレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：13．11 7．9�
58 マテンロウボイス 牝3鹿 53 横山 武史寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 B456± 01：13．2� 30．3�
713 ハイレリーフ 牝4青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B470＋321：13．83� 39．6�
35 ニシノミズカゼ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B478－ 41：14．22� 14．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，552，500円 複勝： 81，265，000円 枠連： 16，842，600円
馬連： 89，432，700円 馬単： 34，170，600円 ワイド： 87，867，700円
3連複： 145，529，000円 3連単： 140，712，600円 計： 645，372，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 960円 � 320円 枠 連（4－4） 9，090円

馬 連 �� 11，890円 馬 単 �� 17，920円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 1，100円 �� 9，030円

3 連 複 ��� 40，690円 3 連 単 ��� 195，800円

票 数

単勝票数 計 495525 的中 � 131073（1番人気）
複勝票数 計 812650 的中 � 170393（1番人気）� 17011（12番人気）� 60646（7番人気）
枠連票数 計 168426 的中 （4－4） 1435（30番人気）
馬連票数 計 894327 的中 �� 5825（41番人気）
馬単票数 計 341706 的中 �� 1430（73番人気）
ワイド票数 計 878677 的中 �� 6028（43番人気）�� 21413（11番人気）�� 2448（71番人気）
3連複票数 計1455290 的中 ��� 2682（139番人気）
3連単票数 計1407126 的中 ��� 521（688番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンマガトオル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2022．6．12 東京14着

2019．5．17生 牝3鹿 母 パ チ ャ マ マ 母母 レディアモーレ 5戦1勝 賞金 10，200，000円



25031 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第7競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
2：29．5
2：28．2

良
良

88 ストキャスティーク 牝3栗 52 菅原 明良藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 02：35．4 2．3�

55 ミステリーウェイ �4黒鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B486－ 62：35．5� 3．2�
77 ティズグロリアス 牝3黒鹿52 横山 武史 �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 42：35．6クビ 7．5�
22 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 22：35．92 17．1�
33 マイネルメサイア 牡3芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：36．0クビ 3．5	
66 ビートザレコード 牡3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：36．42� 131．4

11 スノーハレーション 牝4芦 55

53 △永野 猛蔵�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 422－102：36．6� 45．7�
44 	 クラウンゼロ 牡4鹿 57 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 506－ 62：37．02� 135．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，389，800円 複勝： 49，179，900円 枠連： 発売なし
馬連： 57，927，300円 馬単： 27，921，000円 ワイド： 33，534，700円
3連複： 59，925，000円 3連単： 143，202，500円 計： 412，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 330円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 403898 的中 � 137646（1番人気）
複勝票数 計 491799 的中 � 256791（1番人気）� 76376（2番人気）� 41411（4番人気）
馬連票数 計 579273 的中 �� 141799（1番人気）
馬単票数 計 279210 的中 �� 41239（1番人気）
ワイド票数 計 335347 的中 �� 60301（1番人気）�� 30683（4番人気）�� 22003（5番人気）
3連複票数 計 599250 的中 ��� 73034（2番人気）
3連単票数 計1432025 的中 ��� 48976（4番人気）

ハロンタイム 7．1―12．4―13．0―12．9―12．8―13．3―12．8―12．8―11．8―11．9―11．6―11．7―11．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―19．5―32．5―45．4―58．2―1：11．5―1：24．3―1：37．1―1：48．9―2：00．8―2：12．4―2：24．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストキャスティーク 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．8．15 札幌3着

2019．2．27生 牝3栗 母 サンクボヌール 母母 ミュゲドボヌール 9戦2勝 賞金 20，223，000円

25032 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3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

79 オクトニオン 牡3鹿 54 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 528＋ 41：52．3 3．8�
66 ペイシャジュン 牡4栗 57 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 514－ 21：53．04 3．8�
11 エスティメート 牡3栗 54 黛 弘人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 456－ 61：53．42 33．0�
67 ダノンフューチャー 牡3栗 54 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム B508＋ 8 〃 アタマ 3．4�
44 ミエノナイスガイ 牡3鹿 54 石川裕紀人里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 460－ 81：53．5� 14．5	
22 タマモバンケット 牝3芦 52 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 480＋ 81：53．82 13．9

810 セータステソーロ 牡4栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 514－ 21：54．43� 57．1�
811� モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B502－ 81：54．5� 16．9�
78 モ ー ル 牡3栗 54

51 ▲原 優介 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B470＋ 21：54．71 9．0
55 � ヒューミリティ �5栗 57 津村 明秀 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B460± 01：55．02 48．9�
33 セイウンシデン 牡3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 516＋181：56．59 15．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，194，300円 複勝： 52，459，200円 枠連： 16，923，400円
馬連： 72，902，300円 馬単： 28，177，900円 ワイド： 58，527，800円
3連複： 104，325，900円 3連単： 116，896，600円 計： 489，407，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 510円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，660円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 18，940円

票 数

単勝票数 計 391943 的中 � 81564（2番人気）
複勝票数 計 524592 的中 � 93833（3番人気）� 102596（1番人気）� 19151（9番人気）
枠連票数 計 169234 的中 （6－7） 52610（1番人気）
馬連票数 計 729023 的中 �� 99492（1番人気）
馬単票数 計 281779 的中 �� 16134（2番人気）
ワイド票数 計 585278 的中 �� 59197（1番人気）�� 8284（24番人気）�� 9310（21番人気）
3連複票数 計1043259 的中 ��� 16959（15番人気）
3連単票数 計1168966 的中 ��� 4474（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．3―50．0―1：02．5―1：14．8―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4F49．8―3F37．5
1
3
3－2（4，7）1，9，6－（5，8）－11－10・（3，2）（4，7）1，9－（5，6）11，8＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オクトニオン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Lonhro デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．2．17生 牡3鹿 母 シュネーバル 母母 Snow Spell 12戦2勝 賞金 20，180，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25033 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第9競走 2，400�
ま つ ど

松 戸 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

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
松戸市長賞（1着）

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

610 トモジャリア 牡4黒鹿57 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 468－ 42：35．3 5．1�
11 キングサーガ �5黒鹿57 菅原 明良 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478＋102：36．68 7．5�
713 ウォーロード 牡4黒鹿57 田辺 裕信プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 488＋ 42：36．7� 9．9�
22 セブンスレター 牡3鹿 54 黛 弘人熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 488－ 4 〃 クビ 19．0�
59 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B490＋ 42：36．91� 5．1�
814 セブンデイズ 牡4青鹿57 戸崎 圭太前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 496－ 22：37．11� 3．4	
815 エクセレントラン �5鹿 57 横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 486＋ 62：37．3� 69．0

712 ヤマニンバンタジオ �8栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 540－ 62：37．4� 28．2�
35 クールファイブ 牡4鹿 57 松岡 正海大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 アタマ 24．9�
47 プルミエロール 牡4青鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B480－142：37．5� 23．9
611 グッドリドゥンス 牡5栗 57 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490＋ 62：37．6� 131．1�
58 リュードマン 牡5黒鹿57 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B484＋ 62：37．7� 40．8�
23 サイモンルモンド �5栗 57 北村 宏司澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B442－ 22：37．8アタマ 142．4�
34 レッドレビン �5鹿 57 秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 小林 真也 浦河 富田牧場 494－102：38．43� 68．6�
46 	 フジマサインパクト 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B420－102：39．03� 10．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，045，300円 複勝： 74，771，600円 枠連： 21，192，900円
馬連： 111，770，800円 馬単： 39，833，000円 ワイド： 97，278，500円
3連複： 184，490，000円 3連単： 174，318，200円 計： 747，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 270円 � 290円 枠 連（1－6） 1，970円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 760円 �� 830円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 30，680円

票 数

単勝票数 計 440453 的中 � 68579（3番人気）
複勝票数 計 747716 的中 � 110116（3番人気）� 68552（4番人気）� 63963（5番人気）
枠連票数 計 211929 的中 （1－6） 8331（10番人気）
馬連票数 計1117708 的中 �� 41682（7番人気）
馬単票数 計 398330 的中 �� 7815（13番人気）
ワイド票数 計 972785 的中 �� 33440（7番人気）�� 30508（8番人気）�� 17229（18番人気）
3連複票数 計1844900 的中 ��� 22965（18番人気）
3連単票数 計1743182 的中 ��� 4119（79番人気）

ハロンタイム 13．3―12．9―13．6―12．9―13．3―14．1―13．5―12．6―12．4―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―26．2―39．8―52．7―1：06．0―1：20．1―1：33．6―1：46．2―1：58．6―2：10．7―2：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．1―3F36．7
1
�
10，9（2，7，14）（1，13）3，8（12，4）－5，6，15，11
10，9，14（2，7，13）1（3，8，5）（11，4）12，15，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャリア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．12 中山7着

2018．3．4生 牡4黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 14戦3勝 賞金 53，302，000円

25034 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第10競走 1，600�
おんじゅく

御 宿 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

810 モチベーション 牝3鹿 53 丹内 祐次石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 436－ 21：34．3 4．7�
11 レーヴドゥラプレリ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 6．1�
44 チアチアクラシカ 牝5鹿 55 吉田 豊藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 508－ 81：34．83 6．0�
33 ミモザイエロー 牝6栗 55 大野 拓弥青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 468－ 4 〃 アタマ 62．9�
78 � ル ル ロ ー ズ 牝4栗 55 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 474＋10 〃 ハナ 5．3�
55 オメガロマンス 牝4黒鹿55 横山 武史原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B460＋ 2 〃 クビ 3．1	
89 ペドラフォルカ 牝4鹿 55 田辺 裕信下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 462± 01：34．9クビ 10．0

77 � エ ー プ ラ ス 牝4青鹿55 斎藤 新馬目 卓氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482± 01：35．01 21．8�
22 ソ ス ピ タ 牝5芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 450－ 21：35．21 141．9
66 ラストリージョ 牝4鹿 55 M．デムーロ �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 458－ 2 〃 ハナ 22．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 64，121，400円 複勝： 82，438，300円 枠連： 19，382，100円
馬連： 129，125，200円 馬単： 50，059，300円 ワイド： 89，873，500円
3連複： 164，624，100円 3連単： 223，780，100円 計： 823，404，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 180円 � 190円 枠 連（1－8） 1，210円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 600円 �� 550円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 641214 的中 � 108159（2番人気）
複勝票数 計 824383 的中 � 123636（3番人気）� 122988（4番人気）� 112722（5番人気）
枠連票数 計 193821 的中 （1－8） 12342（7番人気）
馬連票数 計1291252 的中 �� 56829（10番人気）
馬単票数 計 500593 的中 �� 12196（13番人気）
ワイド票数 計 898735 的中 �� 37918（9番人気）�� 41516（7番人気）�� 44628（6番人気）
3連複票数 計1646241 的中 ��� 40987（12番人気）
3連単票数 計2237801 的中 ��� 10101（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．1―12．3―12．2―11．0―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―48．8―1：01．0―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．3

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

勝馬の
紹 介

モチベーション �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．14 札幌2着

2019．5．2生 牝3鹿 母 アドリアーネ 母母 ダイイチサクラ 10戦3勝 賞金 41，773，000円



25035 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第11競走 ��
��1，200�

はつかぜ

初風ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

714� ア テ ィ ー ド 牡4栗 57 田辺 裕信髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 514± 01：10．3 3．7�
59 メズメライザー 牡3鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528＋ 21：10．83 3．7�
510 ファイアランス 牡5鹿 57 横山 武史ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 6 〃 クビ 5．0�
35 ベイビーボス 牡5鹿 57 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 480＋ 21：11．22	 14．5�
612 フジノタカネ 牡6芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B544＋ 4 〃 クビ 31．1�
24 テンテキセンセキ 牡5黒鹿57 丸山 元気岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 480± 0 〃 ハナ 135．0�
11 レッドランサー 牡7黒鹿57 武藤 雅 	東京ホースレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 B470＋ 21：11．62 91．8

816 メディーヴァル 牡4鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 460－ 21：11．7	 9．0�
48 アーマーバローズ 牡5鹿 57 三浦 皇成猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 67．1
47 トライハード 牝5黒鹿55 秋山 稔樹長谷川光司氏 小林 真也 新冠 川上 悦夫 482＋ 81：11．91
 189．9�
713� ラホーヤノキセキ 牡8青鹿57 小沢 大仁 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492± 01：12．0	 47．4�
611 パワフルヒロコ 牝8黒鹿55 丹内 祐次三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 452± 01：12．1� 45．0�
23 ジェットエンブレム 牡4栗 57 M．デムーロ犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B522＋ 81：12．31
 18．5�
12 カ イ ア ワ セ 牝5栗 55 小林 脩斗内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 458＋ 61：12．61� 16．5�
36 アッティーヴォ 牡8栗 57 C．ルメール 奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 456＋ 21：12．7クビ 20．0�
815� クロデメニル 牝3鹿 53 松岡 正海藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 484－ 6 〃 クビ 17．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 110，328，800円 複勝： 163，097，300円 枠連： 78，866，800円
馬連： 338，123，700円 馬単： 110，841，500円 ワイド： 254，941，700円
3連複： 587，582，300円 3連単： 594，498，500円 計： 2，238，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 200円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 320円 �� 440円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計1103288 的中 � 238015（1番人気）
複勝票数 計1630973 的中 � 338370（1番人気）� 298823（2番人気）� 180657（3番人気）
枠連票数 計 788668 的中 （5－7） 129217（1番人気）
馬連票数 計3381237 的中 �� 342162（1番人気）
馬単票数 計1108415 的中 �� 54381（2番人気）
ワイド票数 計2549417 的中 �� 216816（1番人気）�� 145379（2番人気）�� 138537（3番人気）
3連複票数 計5875823 的中 ��� 361982（1番人気）
3連単票数 計5944985 的中 ��� 79618（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．2―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―46．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア テ ィ ー ド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2018．4．19生 牡4栗 母 ロックフォーティ 母母 フォーティエース 5戦2勝 賞金 43，253，000円
地方デビュー 2020．10．9 大井

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アシタバ号

25036 9月17日 晴 良 （4中山4） 第3日 第12競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走16時25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
1：57．8
1：56．1

良
良

710 サクセスシュート 牡3鹿 54 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 478－ 21：59．7 6．2�
812 マイネルクリソーラ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 81：59．9� 5．2�
22 イ ル チ ル コ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：00．0� 3．7�
44 ノーエクスキューズ �5青鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506＋ 82：00．63� 8．1�
11 ブルーゲート 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 432－ 62：00．81� 20．6	
55 ヴィブラツィオーネ 牡3鹿 54 横山 武史加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 ハナ 4．1

68 ダノンジェネラル 牡4黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 19．8�
33 マイネルヒッツェ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：01．01� 10．2�
79 ダイイチターミナル 牡8鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466－ 22：01．21� 214．4
67 エイムトゥルー 牡4青鹿 57

55 △永野 猛蔵吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋102：01．41� 76．3�

56 エコロデュエル 牡3青鹿54 斎藤 新原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468± 02：01．82� 19．9�
811 イザトナレバ �3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社
吉田ファーム B454± 02：02．86 142．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 88，679，400円 複勝： 114，834，600円 枠連： 27，938，900円
馬連： 171，613，100円 馬単： 62，802，300円 ワイド： 138，959，800円
3連複： 249，845，800円 3連単： 306，114，500円 計： 1，160，788，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 180円 � 160円 枠 連（7－8） 1，160円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 530円 �� 440円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 13，330円

票 数

単勝票数 計 886794 的中 � 112618（4番人気）
複勝票数 計1148346 的中 � 169359（3番人気）� 154417（4番人気）� 205646（1番人気）
枠連票数 計 279389 的中 （7－8） 18507（4番人気）
馬連票数 計1716131 的中 �� 87513（6番人気）
馬単票数 計 628023 的中 �� 14465（14番人気）
ワイド票数 計1389598 的中 �� 65760（6番人気）�� 81867（3番人気）�� 74385（5番人気）
3連複票数 計2498458 的中 ��� 96907（3番人気）
3連単票数 計3061145 的中 ��� 16640（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．4―47．4―1：00．0―1：12．4―1：24．6―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスシュート �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．12．4 中山5着

2019．4．26生 牡3鹿 母 シニョリーナ 母母 エヌティミラクル 6戦2勝 賞金 16，270，000円
〔制裁〕 ヴィブラツィオーネ号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・2番）



（4中山4）第3日 9月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

207，640，000円
33，730，000円
1，260，000円
25，270，000円
68，194，000円
4，152，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
657，553，200円
977，326，600円
242，930，700円
1，266，965，500円
507，620，300円
1，028，475，500円
1，930，723，600円
2，295，164，900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 8，906，760，300円

総入場人員 11，033名 （有料入場人員 10，642名）
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