
25037 9月18日 雨 良 （4中山4） 第4日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時05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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

44 ニフェーデービル 牡2鹿 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 468－ 41：12．2 2．7�
67 サイタブラウン 牡2栗 54 木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 444－ 21：13．15 29．2�
68 コウセイエミオト 牝2鹿 54 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 株式会社

幾千世牧場 394－ 61：13．2� 79．2�
11 ジ ュ レ ー ヴ 牡2栗 54 石川裕紀人中村 祐子氏 堀内 岳志 日高 山田 政宏 424＋ 61：13．52 98．1�
22 サウザンパンチ 牡2芦 54 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 422± 01：14．13� 5．6�
56 コトノサンショ 牡2鹿 54 武士沢友治加藤 興一氏 石栗 龍彦 青森 織笠 時男 464± 01：14．42 122．5	
811 ク ニ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介森 恭彦氏 小桧山 悟 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 406－101：14．5� 50．7


79 タイシャククリゲ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 524＋ 4 〃 ハナ 4．5�
55 アヴェッリーノ 牡2栗 54 内田 博幸八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 466± 01：14．6クビ 84．1
710 ニシノギドラー 牡2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 前田ファーム 420＋ 61：14．91� 144．9�
812 ベ ベ 牡2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B476＋ 41：15．22 3．0�
33 ドンタッチミー 牝2鹿 54

51 ▲西塚 洸二江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 412－ 61：15．62� 192．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，494，900円 複勝： 42，725，800円 枠連： 11，088，200円
馬連： 63，579，500円 馬単： 33，849，900円 ワイド： 50，074，400円
3連複： 93，876，000円 3連単： 139，878，300円 計： 478，567，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 530円 � 1，040円 枠 連（4－6） 2，400円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，230円 �� 7，000円

3 連 複 ��� 30，340円 3 連 単 ��� 123，820円

票 数

単勝票数 計 434949 的中 � 132500（1番人気）
複勝票数 計 427258 的中 � 91312（2番人気）� 18085（5番人気）� 8571（8番人気）
枠連票数 計 110882 的中 （4－6） 3577（8番人気）
馬連票数 計 635795 的中 �� 18869（7番人気）
馬単票数 計 338499 的中 �� 6371（13番人気）
ワイド票数 計 500744 的中 �� 16049（7番人気）�� 5709（17番人気）�� 1780（37番人気）
3連複票数 計 938760 的中 ��� 2320（54番人気）
3連単票数 計1398783 的中 ��� 819（220番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．7―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニフェーデービル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．7．23 福島6着

2020．3．13生 牡2鹿 母 チュラカーギー 母母 キッズスター 2戦1勝 賞金 5，200，000円

25038 9月18日 曇 良 （4中山4） 第4日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・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
1：58．9
1：58．5

良
良

610 ウインエタンセル 牡2黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 462－ 22：02．5 15．4�
46 シルバーニース 牝2黒鹿54 戸崎 圭太亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：02．6クビ 3．4�
814 ジ ュ ド ー 牡2栗 54 菅原 明良 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478－ 42：02．7� 7．3�
711 オールアイズオン 牡2黒鹿54 柴田 善臣和泉 憲一氏 蛯名 正義 新ひだか 北洋牧場 480－ 6 〃 ハナ 65．2�
813 マンマリアーレ 牝2芦 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 466－ 62：02．81 3．0	
33 ゴールドバランサー 牡2栗 54 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 454－ 42：03．33 4．7

712 オールデイズ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 468＋ 22：03．4クビ 13．6�

11 シルバープリペット 牡2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 442＋ 4 〃 ハナ 165．9�
57 ビルドラポール 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 日高 荒井ファーム 500＋ 62：03．71� 72．0
69 フジブルーダイヤ 牝2鹿 54 津村 明秀�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 442＋ 42：03．91� 34．0�
58 カドゥケウス 牡2栗 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 4 〃 クビ 212．5�
45 カワチャンフェイス 牡2青 54 木幡 巧也 STレーシング 牧 光二 新ひだか 飛野牧場 528＋ 22：04．1� 188．1�
22 ローヌメファ 牝2鹿 54 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 日高 天羽 禮治 526＋162：05．59 162．1�
34 テリオスドン 牡2黒鹿 54

52 △小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 米田牧場 472－ 62：06．13� 203．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，118，900円 複勝： 67，604，200円 枠連： 17，284，800円
馬連： 82，189，200円 馬単： 33，621，700円 ワイド： 73，067，400円
3連複： 125，516，100円 3連単： 136，821，800円 計： 587，224，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 280円 � 160円 � 230円 枠 連（4－6） 1，310円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，240円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 35，260円

票 数

単勝票数 計 511189 的中 � 28044（6番人気）
複勝票数 計 676042 的中 � 55237（5番人気）� 132037（2番人気）� 71330（4番人気）
枠連票数 計 172848 的中 （4－6） 10149（7番人気）
馬連票数 計 821892 的中 �� 30599（8番人気）
馬単票数 計 336217 的中 �� 4082（23番人気）
ワイド票数 計 730674 的中 �� 25814（7番人気）�� 14492（14番人気）�� 34002（6番人気）
3連複票数 計1255161 的中 ��� 24031（14番人気）
3連単票数 計1368218 的中 ��� 2813（114番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．6―13．3―12．4―12．3―12．0―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．0―48．6―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．6―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
4，6－13，8，10（1，5）12，9（3，7，14）－2－11
4（6，13）（8，10）（1，5，12）9（7，14）（3，2）11

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

勝馬の
紹 介

ウインエタンセル �
�
父 ビーチパトロール �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2022．8．20 札幌8着

2020．2．22生 牡2黒鹿 母 コスモエルデスト 母母 ビューティアイ 3戦1勝 賞金 6，500，000円

第４回 中山競馬 第４日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



25039 9月18日 雨 良 （4中山4） 第4日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時05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

55 ア レ ク サ 牡2鹿 54 斎藤 新 �エクワインレーシング 斎藤 誠 新ひだか 佐藤 鉄也 480－ 41：56．1 2．8�
67 リネンマンボ 牡2芦 54

51 ▲原 優介戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 444－ 61：56．41� 102．3�

68 シャノンフォールズ 牡2鹿 54 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 492＋ 61：56．5� 12．9�
44 エスケンシャトル 牡2栗 54 内田 博幸橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 滝本 健二 494＋101：56．6クビ 12．0�
33 シンメリーチャン 牝2栗 54 木幡 巧也ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 446＋ 21：57．55 5．3�
812 キタノソロモン 牡2鹿 54 菊沢 一樹北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 452－ 21：57．71 150．6	
79 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿54 岩部 純二
ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 470－ 2 〃 クビ 38．1�
811 コスモジョセフ 牡2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム 476＋ 81：57．8クビ 4．5�
710 カウノスライト 牡2鹿 54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 賀張三浦牧場 474＋ 21：57．9� 4．8
56 オリエンタルデイ 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔棚網 基己氏 大江原 哲 新ひだか 原 弘之 466± 01：58．85 114．8�
22 カリスマタイクーン 牡2黒鹿 54

52 △横山 琉人西村 憲人氏 杉浦 宏昭 日高 奥山牧場 484－101：59．75 72．5�
11 シゲルヴィンセント 牡2青鹿54 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 笹島 政信 494＋ 62：00．02 149．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，939，600円 複勝： 49，312，000円 枠連： 12，453，200円
馬連： 73，264，200円 馬単： 31，709，200円 ワイド： 57，175，600円
3連複： 102，533，500円 3連単： 121，558，500円 計： 490，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 1，450円 � 360円 枠 連（5－6） 1，580円

馬 連 �� 13，750円 馬 単 �� 18，460円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 650円 �� 7，870円

3 連 複 ��� 43，710円 3 連 単 ��� 175，200円

票 数

単勝票数 計 429396 的中 � 124771（1番人気）
複勝票数 計 493120 的中 � 112126（1番人気）� 6630（10番人気）� 32064（6番人気）
枠連票数 計 124532 的中 （5－6） 6081（7番人気）
馬連票数 計 732642 的中 �� 4127（24番人気）
馬単票数 計 317092 的中 �� 1288（39番人気）
ワイド票数 計 571756 的中 �� 4122（25番人気）�� 24319（8番人気）�� 1793（46番人気）
3連複票数 計1025335 的中 ��� 1759（84番人気）
3連単票数 計1215585 的中 ��� 503（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．3―50．8―1：03．7―1：16．7―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3
4（5，11）（8，10）－6（3，7）－9，12＝2，1・（4，5）11（8，10，7）（6，3）－（9，1）－12－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア レ ク サ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．8．27 札幌4着

2020．4．21生 牡2鹿 母 ア ル テ ー ロ 母母 グルーヴィクイーン 2戦1勝 賞金 6，300，000円

25040 9月18日 雨 良 （4中山4） 第4日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時35分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

714 スピードオブライト 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 420 ―1：10．2 3．5�

24 マ ル チ ャ ン 牡2鹿 54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 446 ―1：10．3� 10．6�
12 ル ー フ 牝2鹿 54 田辺 裕信白 日光氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 486 ―1：10．51� 4．2�
59 ルーラルハピネス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 伊藤 大士 平取 川向高橋育

成牧場 462 ―1：10．81� 4．5	
510 ペインティトブルー 牝2青鹿54 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 426 ―1：10．9� 95．9

36 テイエムスイスイ 牝2黒鹿 54

52 △小林 凌大竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 506 ―1：11．11� 116．7�
815 オールマキシマム 牝2黒鹿 54

52 △小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 444 ―1：11．2� 52．1�
48 レーガンテソーロ 牡2鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 牧 光二 日高 ノースガーデン 428 ―1：11．3� 10．0
23 オメガリッチマン 牡2鹿 54 横山 典弘原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 430 ―1：11．4� 9．5�
47 レッツプロミス 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 高橋 義浩 422 ―1：11．5クビ 118．2�
11 フォーエバーダイヤ 牝2黒鹿54 江田 照男青山 洋一氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム 460 ―1：11．92� 36．5�
611 ジュエルマドンナ 牝2芦 54 丹内 祐次 KAJIMOTOホー

ルディングス� 稲垣 幸雄 新冠 中山 高鹿康 418 ―1：12．32� 49．7�
816 エスカッション 牡2鹿 54 三浦 皇成米津 佳昭氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 474 ― 〃 ハナ 36．6�
35 グランデスパーダ 牡2鹿 54 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 460 ―1：14．8大差 51．2�

713 クラウンサプライズ 牡2栗 54 大野 拓弥和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492 ―1：16．7大差 176．5�
612 ミ コ パ ー ル 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹古賀 慎一氏 伊坂 重信 新冠 ハクツ牧場 400 ―1：17．23 204．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，216，000円 複勝： 58，595，000円 枠連： 17，233，900円
馬連： 74，212，400円 馬単： 31，063，200円 ワイド： 64，237，500円
3連複： 108，628，000円 3連単： 107，275，000円 計： 513，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 250円 � 150円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 720円 �� 380円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 522160 的中 � 124792（1番人気）
複勝票数 計 585950 的中 � 114435（1番人気）� 48840（6番人気）� 108930（2番人気）
枠連票数 計 172339 的中 （2－7） 16251（3番人気）
馬連票数 計 742124 的中 �� 33119（5番人気）
馬単票数 計 310632 的中 �� 8734（8番人気）
ワイド票数 計 642375 的中 �� 22193（9番人気）�� 46096（3番人気）�� 21793（10番人気）
3連複票数 計1086280 的中 ��� 39069（2番人気）
3連単票数 計1072750 的中 ��� 6315（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―11．8―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．9
3 10－（11，14）8（7，9，15）－4－16－（1，6）－2－3－12－5，13 4 10（11，14）（7，9，8）15，4－6（16，2）1－3＝5－12＝13

勝馬の
紹 介

スピードオブライト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．2．8生 牝2鹿 母 サイレントソニック 母母 ムーンライトガーデンズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 オメガリッチマン号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため横山典弘に変更。
〔その他〕 グランデスパーダ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンサプライズ号・ミコパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月

18日まで平地競走に出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 アスクトゥマッチ号



25041 9月18日 曇 稍重 （4中山4） 第4日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

714 メインクーン 牝2栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 林 徹 千歳 社台ファーム 430 ―1：38．6 4．2�
47 スノーファンタジー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 448 ―1：38．81� 18．7�
816 ルージュアズライト 牝2青鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 436 ―1：38．9� 11．0�
23 エ ミ ュ ー 牝2鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412 ―1：39．0� 25．3�
12 ダリオールショコラ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 コスモヴューファーム 420 ― 〃 クビ 21．7	
24 ピオニーシャルム 牝2栗 54 石川裕紀人ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高橋 裕 新ひだか 田中 裕之 516 ―1：39．1� 5．3

612 バ ー ク エ ム 牝2鹿 54 丹内 祐次 �YGGホースクラブ 田島 俊明 安平 追分ファーム 436 ―1：39．42 55．6�
35 コノハナミカミ 牝2栗 54 丸田 恭介自由が丘サラブレッ

ド倶楽部 上原 博之 新ひだか 前田ファーム 416 ―1：39．61 71．9�
713 キーコンパス 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介北前孔一郎氏 青木 孝文 浦河 赤田牧場 452 ―1：39．7� 74．8
11 プラチナジュビリー 牝2鹿 54 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 488 ―1：40．01� 3．2�
815 シャンハイドール 牝2青鹿 54

52 △小林 脩斗�レッドマジック久保田貴士 新冠 ハクレイファーム 422 ― 〃 アタマ 69．3�
510 クワスタッキー 牝2栗 54 伊藤 工真桑波田耕円氏 伊坂 重信 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 420 ―1：40．31� 166．8�
59 グリーミージュエル 牝2黒鹿54 江田 照男ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 426 ―1：40．4クビ 43．1�
48 マ ニ ー タ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 クビ 11．4�
611 ウェディングブーケ 牝2黒鹿54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 414 ―1：40．5クビ 26．0�
36 リュウノフラワー 牝2鹿 54 横山 武史蓑島 竜一氏 小西 一男 浦河 藤春 修二 448 ―1：40．61 85．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，091，000円 複勝： 57，233，500円 枠連： 19，795，100円
馬連： 76，482，900円 馬単： 30，553，400円 ワイド： 66，863，700円
3連複： 112，861，500円 3連単： 113，194，500円 計： 527，075，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 400円 � 360円 枠 連（4－7） 1，120円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 680円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 10，580円 3 連 単 ��� 42，300円

票 数

単勝票数 計 500910 的中 � 100030（2番人気）
複勝票数 計 572335 的中 � 121748（1番人気）� 31817（6番人気）� 35318（5番人気）
枠連票数 計 197951 的中 （4－7） 13668（5番人気）
馬連票数 計 764829 的中 �� 22603（8番人気）
馬単票数 計 305534 的中 �� 6061（11番人気）
ワイド票数 計 668637 的中 �� 14813（10番人気）�� 26263（4番人気）�� 5914（32番人気）
3連複票数 計1128615 的中 ��� 7996（32番人気）
3連単票数 計1131945 的中 ��� 1940（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．6―50．2―1：03．0―1：15．2―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

メインクーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2020．3．29生 牝2栗 母 イマーキュレイトキャット 母母 Myhrr 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 スノーファンタジー号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため大野拓弥に変更。

25042 9月18日 曇 稍重 （4中山4） 第4日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55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

44 ロードバルドル 牡3青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 468± 01：52．4 4．8�
56 デュアルレインボー 牡3鹿 54 石川裕紀人近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 498－ 21：52．72 5．6�
55 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 54 斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 496＋ 41：52．8� 2．0�
812 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 B476＋ 41：53．75 9．7�
33 エアパルクール 牝3鹿 52 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：53．8� 32．9�
79 タケルジャック 牡4青鹿 57

55 △山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 81：54．11� 34．8	
22 エコロカナワン 牡4鹿 57 菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B492＋ 6 〃 クビ 36．5

11 リ ヴ ェ ッ ト 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 アタマ 8．1�
68 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 488－ 41：54．3� 58．9
710 ヤサカシュエット 牝3栗 52 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 474＋ 41：54．72� 28．1�
67 � サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 476－ 81：55．01� 98．5�
811 グルナピーク 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 浦河 市川牧場 452－ 61：55．63� 199．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，951，200円 複勝： 66，294，700円 枠連： 14，760，500円
馬連： 80，685，900円 馬単： 35，352，500円 ワイド： 70，474，600円
3連複： 128，295，600円 3連単： 153，091，500円 計： 594，906，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 490円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 459512 的中 � 75828（2番人気）
複勝票数 計 662947 的中 � 114412（2番人気）� 72689（4番人気）� 218152（1番人気）
枠連票数 計 147605 的中 （4－5） 33894（1番人気）
馬連票数 計 806859 的中 �� 38843（5番人気）
馬単票数 計 353525 的中 �� 9041（9番人気）
ワイド票数 計 704746 的中 �� 31640（5番人気）�� 100606（1番人気）�� 56906（2番人気）
3連複票数 計1282956 的中 ��� 112585（1番人気）
3連単票数 計1530915 的中 ��� 16051（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．4―49．6―1：02．0―1：13．8―1：26．1―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロードバルドル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2021．7．31 新潟11着

2019．3．31生 牡3青鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 10戦2勝 賞金 18，070，000円
〔制裁〕 ヤサカシュエット号の調教師水野貴広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



25043 9月18日 雨 重 （4中山4） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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

57 � アウトパフォーム 牡3芦 55 横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston
Stud 452＋ 81：10．2 4．8�

68 ダイチラファール 牡3黒鹿 55
52 ▲原 優介服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 B440± 01：10．51� 11．0�

813 マイネルシトラス 牡3栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 522＋ 61：10．92� 1．7�

44 �	 ギャラントマナー 牡4栗 57
55 △小林 凌大ゴドルフィン 蛯名 正義 米

Athens Woods,
LLC & More Than
Ready Syndicate

B536－ 2 〃 クビ 10．5�
33 カツノサンキュウ 牡4鹿 57 黛 弘人聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 480－ 6 〃 アタマ 93．5	
710	 ホシフルドヒョウ 牡6黒鹿57 野中悠太郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 492－ 21：11．0� 31．9

56 イ カ ロ ス 牡3鹿 55 武藤 雅�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 486－ 61：11．2� 8．8�
711 デルマジゾウ 牡4芦 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 478＋ 21：11．52 136．1
11 カ ズ オ 牡4栗 57 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500＋ 81：11．6� 83．9�
812	 ベルクハイム 牡5栗 57

55 ◇藤田菜七子栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 538＋ 21：11．7� 102．3�

22 カップッチョ 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 488＋181：11．8� 89．2�
69 エヴリーサンクス 牝3鹿 53 丹内 祐次フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B478＋ 61：12．01
 35．1�
45 ミッキーエイト 牡3栗 55 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 81：12．21 14．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，072，500円 複勝： 77，644，900円 枠連： 15，925，000円
馬連： 68，543，900円 馬単： 39，087，900円 ワイド： 59，232，600円
3連複： 108，515，500円 3連単： 172，418，600円 計： 582，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 210円 � 110円 枠 連（5－6） 1，420円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 740円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 12，350円

票 数

単勝票数 計 410725 的中 � 68096（2番人気）
複勝票数 計 776449 的中 � 57529（2番人気）� 45546（5番人気）� 448557（1番人気）
枠連票数 計 159250 的中 （5－6） 8643（6番人気）
馬連票数 計 685439 的中 �� 18022（9番人気）
馬単票数 計 390879 的中 �� 6112（15番人気）
ワイド票数 計 592326 的中 �� 18141（9番人気）�� 65203（1番人気）�� 42522（4番人気）
3連複票数 計1085155 的中 ��� 57093（3番人気）
3連単票数 計1724186 的中 ��� 10114（41番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．4―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 ・（6，7）10（2，8，9）（3，4，13）11，5，12，1 4 ・（6，7）10（2，8，9）（3，4，13）11，5（12，1）

勝馬の
紹 介

�アウトパフォーム �
�
父 Outstrip �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．6．27 札幌5着

2019．3．11生 牡3芦 母 Triple Cee 母母 Karri Valley 7戦2勝 賞金 14，270，000円
〔騎手変更〕 カズオ号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため石橋脩に変更。

25044 9月18日 雨 稍重 （4中山4） 第4日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�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
1：44．9
1：43．8

良
良

57 ウインピクシス 牝3芦 52 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 448＋101：50．4 1．8�
610 エレガントチャーム 牝5鹿 55 菅原 明良�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478－ 6 〃 アタマ 12．1�
46 アンフィニドール 牝4鹿 55 横山 典弘前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 484－ 4 〃 クビ 6．9�
22 ポケットシンデレラ 牝3鹿 52

49 ▲原 優介田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 428＋ 61：50．71� 21．2�
712 ローズパルファン 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 434＋101：50．8� 133．7�
45 オレンジフィズ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋18 〃 クビ 8．4	
813� エルバルーチェ 牝5栗 55 田辺 裕信佐々木雄二氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 470－181：51．11� 20．0

34 スウィートブルーム 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B436＋ 61：51．2� 11．2�
711 タイニープライド 牝3鹿 52 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B436－ 2 〃 アタマ 128．9�
69 レッジャードロ 牝4栗 55 三浦 皇成大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446＋101：51．51� 55．8
58 � クリノサンシャイン 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 456＋12 〃 クビ 314．7�
11 ヤマニンパニータ 牝3鹿 52 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 452＋121：52．35 17．0�
814 テイエムオードリー 牝3青鹿52 大野 拓弥竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 460± 01：52．4� 12．8�
33 ジ ャ ス コ 牝3鹿 52

49 ▲土田 真翔大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：52．5クビ 62．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，946，700円 複勝： 71，990，200円 枠連： 21，592，100円
馬連： 109，059，900円 馬単： 43，382，700円 ワイド： 90，006，400円
3連複： 160，293，200円 3連単： 187，188，600円 計： 739，459，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 510円 �� 330円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 559467 的中 � 237618（1番人気）
複勝票数 計 719902 的中 � 240495（1番人気）� 49567（6番人気）� 79217（2番人気）
枠連票数 計 215921 的中 （5－6） 15492（4番人気）
馬連票数 計1090599 的中 �� 61217（6番人気）
馬単票数 計 433827 的中 �� 19754（5番人気）
ワイド票数 計 900064 的中 �� 44274（5番人気）�� 76830（1番人気）�� 22122（11番人気）
3連複票数 計1602932 的中 ��� 58602（3番人気）
3連単票数 計1871886 的中 ��� 14236（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．7―48．6―1：01．5―1：14．3―1：26．4―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインピクシス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2021．7．4 福島1着

2019．4．28生 牝3芦 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 5戦2勝 賞金 19，956，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 エレガントチャーム号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため菅原明良に変更。



25045 9月18日 雨 不良 （4中山4） 第4日 第9競走 ��1，200�
う ら や す

浦 安 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

714 エリモグリッター �5鹿 57 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 480＋ 61：10．5 10．0�
47 キタノブレイド 牡3黒鹿55 菅原 明良北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 456＋ 21：10．71 13．6�
35 エクサープト 牝3栗 53 石橋 脩水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B486＋ 61：10．8� 24．8�
48 コスモノアゼット 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 2 〃 アタマ 24．3�
816 レーヴリアン 牝4鹿 55 M．デムーロ矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 488－ 4 〃 クビ 22．5�
612 ヴァリアント 牡6青鹿57 横山 武史 	カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 494＋ 41：10．9� 6．3

611 ウ メ タ ロ ウ 牡7黒鹿57 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B500＋ 6 〃 ハナ 136．6�
59 ブルーダイヤカフェ 牡5青 57 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 546＋ 81：11．0� 83．2�
36 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 三浦 皇成馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 518± 01：11．1クビ 13．1
12 マルモリスペシャル 牡3鹿 55 田中 勝春山下 繁美氏 大橋 勇樹 新冠 佐藤 義紀 528± 0 〃 アタマ 13．0�
510 コ ル ニ リ ア 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム B454± 0 〃 アタマ 80．7�
24 ゴールドクロス 牡7鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 500＋ 2 〃 クビ 58．6�
713 アレクサンドラ 牝3栗 53 丹内 祐次�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 518＋ 41：12．27 8．4�
23 � ルピナステソーロ 牝4栗 55 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス	 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 482＋ 61：12．41� 69．6�

11 ウラカワノキセキ 牝3鹿 53 戸崎 圭太ライオンレースホース	 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 462＋ 61：14．3大差 2．1�
（15頭）

815 カンタベリーマッハ 牡4鹿 57 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 494－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 69，226，500円 複勝： 87，522，300円 枠連： 27，873，200円
馬連： 146，442，700円 馬単： 56，357，500円 ワイド： 124，974，200円
3連複： 234，854，700円 3連単： 246，364，300円 計： 993，615，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 280円 � 390円 � 710円 枠 連（4－7） 1，590円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，290円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 34，680円 3 連 単 ��� 180，230円

票 数

単勝票数 差引計 692265（返還計 2996） 的中 � 55139（4番人気）
複勝票数 差引計 875223（返還計 6028） 的中 � 91354（3番人気）� 59210（6番人気）� 28988（10番人気）
枠連票数 差引計 278732（返還計 336） 的中 （4－7） 13538（6番人気）
馬連票数 差引計1464427（返還計 16757） 的中 �� 24221（17番人気）
馬単票数 差引計 563575（返還計 6174） 的中 �� 3764（36番人気）
ワイド票数 差引計1249742（返還計 18181） 的中 �� 22787（14番人気）�� 9708（38番人気）�� 7450（47番人気）
3連複票数 差引計2348547（返還計 47013） 的中 ��� 5079（107番人気）
3連単票数 差引計2463643（返還計 49346） 的中 ��� 991（570番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．6―11．9―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．9―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモグリッター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京11着

2017．5．5生 �5鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 20戦3勝 賞金 48，712，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 カンタベリーマッハ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 マルモリスペシャル号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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） 1頭 モリノカワセミ号
（非抽選馬） 2頭 ゴールドフィンガー号・スズカユース号

25046 9月18日 雨 重 （4中山4） 第4日 第10競走 ��1，800�レインボーステークス
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．18以降R4．9．11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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

712 ロ ン グ ラ ン �4鹿 54 丹内 祐次梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 480＋121：49．9 22．4�
22 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 54 石川裕紀人内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462－ 61：50．11 13．2�
610 サンタグラシア 牝4栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋12 〃 クビ 17．3�
58 グランオフィシエ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 61：50．2� 4．9�
713 ウイングレイテスト 牡5栗 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 504－ 21：50．3� 5．3	
47 ウエストンバート 牡4鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 536＋ 41：50．5� 34．8

34 ストゥーティ 牝4鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 6．2�
11 ヤマニンデンファレ 牝4芦 53 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 488＋ 61：50．92� 7．4�
611 シンハリング 牝5青鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 21：51．0クビ 7．6
59 ヴェイルネビュラ 牡4鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 510＋121：51．1� 18．8�
815 ソニックベガ 牝5黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 ハナ 25．0�
35 アステロイドベルト �5鹿 54 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 B482＋ 41：51．2� 12．8�
814 パラスアテナ 牝5鹿 54 内田 博幸広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 B450－ 61：51．73 57．9�
46 コスモインペリウム 牡5鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 えりも 能登 浩 546＋ 61：51．91 45．0�
23 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476± 01：52．43 54．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，509，800円 複勝： 108，448，500円 枠連： 37，218，400円
馬連： 184，185，300円 馬単： 60，357，900円 ワイド： 140，122，400円
3連複： 292，748，400円 3連単： 280，206，700円 計： 1，174，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 740円 � 390円 � 510円 枠 連（2－7） 2，100円

馬 連 �� 14，210円 馬 単 �� 28，920円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 4，240円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 53，640円 3 連 単 ��� 287，740円

票 数

単勝票数 計 715098 的中 � 25434（10番人気）
複勝票数 計1084485 的中 � 36611（10番人気）� 76342（7番人気）� 56145（8番人気）
枠連票数 計 372184 的中 （2－7） 13705（10番人気）
馬連票数 計1841853 的中 �� 10041（51番人気）
馬単票数 計 603579 的中 �� 1565（105番人気）
ワイド票数 計1401224 的中 �� 9897（43番人気）�� 8494（56番人気）�� 12454（38番人気）
3連複票数 計2927484 的中 ��� 4093（185番人気）
3連単票数 計2802067 的中 ��� 706（972番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―36．3―49．0―1：01．3―1：13．5―1：25．4―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ン グ ラ ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendargent デビュー 2020．11．29 東京10着

2018．2．9生 �4鹿 母 ノッテビアンカ 母母 Biancarosa 10戦4勝 賞金 46，474，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ルヴァン号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため津村明秀に変更。
〔その他〕 ストゥーティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ストゥーティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月18日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エターナルヴィテス号・ホウオウリアリティ号

１レース目
３レース目



25047 9月18日 雨 不良 （4中山4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
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53�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
53�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）

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 アシャカトブ 牡6栗 57 丹内 祐次吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 506＋ 41：50．3 32．1�
24 ウィリアムバローズ 牡4鹿 57 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 496＋101：50．4	 1．8�
713 ウシュバテソーロ 牡5鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 520－ 21：50．72 8．2�
815 ケンシンコウ 牡5鹿 58 田辺 裕信天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 496＋ 61：50．8クビ 5．1�
36 ワ ー ケ ア 牡5鹿 56 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：50．9
 57．7�
47 ロードエクレール 牡4鹿 56 斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 470± 01：51．21
 17．2	
48 ペルセウスシチー 牡5黒鹿56 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B490＋ 6 〃 ハナ 48．6

611 ホールシバン 牡4鹿 56 M．デムーロゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 41：51．3
 7．1�
612 プ リ マ ジ ア 牡5鹿 56 柴田 大知藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 470＋ 81：51．61
 241．4�
816 レザネフォール 牡5黒鹿56 三浦 皇成前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：51．81 141．3
35 デュアライズ 牡6黒鹿56 菅原 明良高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 クビ 27．7�
23 ダノンファスト 牡5黒鹿57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－ 21：52．12 77．9�
11 � ヴェルテックス 牡5栗 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B526－ 21：52．41	 29．0�
59 バイオスパーク 牡7黒鹿58 横山 典弘宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 472－ 61：53．35 90．9�
510 エブリワンブラック 牡5鹿 57 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B492－ 41：53．94 63．8�
714 ナムラカメタロー 牡6黒鹿59 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 518＋101：56．7大差 126．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 174，197，000円 複勝： 189，207，100円 枠連： 68，236，700円 馬連： 378，839，500円 馬単： 167，232，000円
ワイド： 262，392，800円 3連複： 631，583，700円 3連単： 903，018，300円 5重勝： 537，174，900円 計： 3，311，882，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，210円 複 勝 � 440円 � 120円 � 250円 枠 連（1－2） 970円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 880円 �� 3，140円 �� 470円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 90，370円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 13，429，370円

票 数

単勝票数 計1741970 的中 � 43320（8番人気）
複勝票数 計1892071 的中 � 75127（8番人気）� 624660（1番人気）� 158258（4番人気）
枠連票数 計 682367 的中 （1－2） 54321（4番人気）
馬連票数 計3788395 的中 �� 111557（9番人気）
馬単票数 計1672320 的中 �� 12941（28番人気）
ワイド票数 計2623928 的中 �� 75785（9番人気）�� 19983（32番人気）�� 152488（4番人気）
3連複票数 計6315837 的中 ��� 61164（26番人気）
3連単票数 計9030183 的中 ��� 7244（241番人気）
5重勝票数 差引計5371749（返還計 14578） 的中 ����� 28

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．6―48．9―1：01．0―1：13．1―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3
7－4（2，9，14）－16（6，8）11，12－（1，15）－5，3（10，13）
7－4（2，9）（6，14，16）（8，11）（12，15）13，1，5，10，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
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 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡6栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 21戦6勝 賞金 114，038，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ウシュバテソーロ号の騎手横山和生は，競馬場到着遅延（搭乗予定の飛行機の遅延）のため木幡巧也に変更。
〔発走状況〕 ケンシンコウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ナムラカメタロー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 ウインアグライア号・エイコーン号・エレナアヴァンティ号・キョウヘイ号・クリノフラッシュ号・スナークスター号・

ダイメイコリーダ号・ノーブルシルエット号・ホウオウエミーズ号・ホウオウスクラム号・レッドヴェイロン号

25048 9月18日 雨 重 （4中山4） 第4日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：05．8

良
良

11 タッカーシルバー 牝3黒鹿53 横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 458＋ 61：10．6 7．9�
510 スクリーンショット 牝3栗 53 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 490－ 41：10．7� 4．1�
36 サクラカレント 牝4鹿 55 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 492＋ 8 〃 クビ 28．6�
12 ショウナンナウシカ 牝3鹿 53 菅原 明良国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 462－ 41：11．01� 21．6�
816 サ ミ ュ エ ル 牝3栗 53 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 468＋ 8 〃 クビ 18．2�
47 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 41：11．21� 4．0	
48 アイムファイン 牝3鹿 53

51 ◇藤田菜七子
ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 402± 01：11．3クビ 35．7�
611 アムールマルルー 牝4黒鹿55 大野 拓弥村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 458＋10 〃 ハナ 35．4�
612 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 53 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 448± 01：11．51� 48．9
815 ダレモトメラレナイ 牝3鹿 53 丹内 祐次�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 480－ 81：11．71� 6．4�
713� ジッピーレーサー 	5鹿 57 斎藤 新岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470± 0 〃 ハナ 19．4�
24 フミバレンタイン 牝3青鹿53 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 21：11．8� 5．6�
35 �
 ロンドンネス 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二Mr．ホース 南田美知雄 英
Usk Valley
Stud, Mr Mar-
tin Graham

460－15 〃 ハナ 66．4�
714�
 マイサンライズ 牝4黒鹿55 杉原 誠人
和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

B510± 01：12．01� 154．7�
23 シーズアクイーン 牝3鹿 53 黛 弘人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 440＋14 〃 アタマ 145．6�
59 ロ ジ ロ ー ズ 牡4黒鹿57 石川裕紀人久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：12．1クビ 86．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，028，200円 複勝： 133，665，800円 枠連： 47，044，800円
馬連： 221，135，500円 馬単： 82，029，300円 ワイド： 182，010，900円
3連複： 348，614，400円 3連単： 395，633，600円 計： 1，518，162，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 170円 � 630円 枠 連（1－5） 1，210円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，450円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 12，290円 3 連 単 ��� 77，000円

票 数

単勝票数 計1080282 的中 � 108885（5番人気）
複勝票数 計1336658 的中 � 144663（4番人気）� 247221（1番人気）� 43632（10番人気）
枠連票数 計 470448 的中 （1－5） 30056（5番人気）
馬連票数 計2211355 的中 �� 104065（6番人気）
馬単票数 計 820293 的中 �� 18140（14番人気）
ワイド票数 計1820109 的中 �� 75360（5番人気）�� 13021（38番人気）�� 29627（17番人気）
3連複票数 計3486144 的中 ��� 21262（39番人気）
3連単票数 計3956336 的中 ��� 3725（239番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．3―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 ・（3，6）10（1，5）15（2，7，16）（8，14）12（4，13）－（11，9） 4 ・（3，6，10）1（5，15）（2，16）（7，14，12）－（8，4）（11，13）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タッカーシルバー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．20 東京5着

2019．4．7生 牝3黒鹿 母 ダイヤモンドパール 母母 トネスボウス 9戦2勝 賞金 19，859，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンダビューク号・シアープレジャー号

５レース目



（4中山4）第4日 9月18日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

220，730，000円
3，020，000円
33，550，000円
1，500，000円
28，270，000円
77，898，000円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
805，792，300円
1，010，244，000円
310，505，900円
1，558，620，900円
644，597，200円
1，240，632，500円
2，448，320，600円
2，956，649，700円
537，174，900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
5 重 勝
計 11，512，538，000円

総入場人員 10，831名 （有料入場人員 10，382名）
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