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2508510月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4中山4） 第8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

68 メイショウアツイタ 牡4黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B490＋ 23：14．7 2．8�
11 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± 03：14．8クビ 4．7�
55 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 472＋ 6 〃 アタマ 4．9�
67 エクスパートラン 牡7青鹿60 高田 潤�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 466＋ 43：14．9� 13．8�
811 ヤップヤップヤップ 牡6栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 03：15．21� 28．8�
79 � ルレーヴドゥリリ 牝5黒鹿58 植野 貴也加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 514＋ 43：16．26 6．0	
710 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 482＋ 63：16．51� 125．7

812	 アスタースウィング 牡8栗 60 西谷 誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 520－ 23：16．6クビ 23．6�
33 � 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± 03：17．02
 11．6�
22 � フィアレスハート �5黒鹿60 上野 翔 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム B498＋103：17．64 20．6
56 アサクサトラマル 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462＋ 83：17．8� 43．5�
44 � コルドゥーン 牡6青鹿60 大庭 和弥西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 B466＋163：18．33 93．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，961，700円 複勝： 33，218，000円 枠連： 9，317，800円
馬連： 44，102，000円 馬単： 20，933，300円 ワイド： 35，430，000円
3連複： 79，352，900円 3連単： 88，659，400円 計： 334，975，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 380円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 239617 的中 � 66806（1番人気）
複勝票数 計 332180 的中 � 85024（1番人気）� 62773（2番人気）� 44732（4番人気）
枠連票数 計 93178 的中 （1－6） 13595（1番人気）
馬連票数 計 441020 的中 �� 53410（1番人気）
馬単票数 計 209333 的中 �� 13741（1番人気）
ワイド票数 計 354300 的中 �� 37126（1番人気）�� 22898（2番人気）�� 19661（4番人気）
3連複票数 計 793529 的中 ��� 57036（1番人気）
3連単票数 計 886594 的中 ��� 16390（1番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 52．3－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウアツイタ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2020．12．20 中京8着

2018．3．23生 牡4黒鹿 母 ロジカルクィーン 母母 Laguna Seca 障害：12戦1勝 賞金 21，080，000円
〔制裁〕 スマートキャノン号の騎手小牧加矢太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

2508610月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第2競走 1，200�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
1：07．8
1：07．5

良
良

12 クールムーア 牡2鹿 55 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466＋ 81：09．4 3．5�
816 パ ル フ ュ メ 牝2鹿 54 横山 武史大冨 智弘氏 岩戸 孝樹 新冠 新冠橋本牧場 456－ 2 〃 クビ 2．2�
713 サンタアナテソーロ 牝2栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 394－ 2 〃 クビ 11．2�

24 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 426＋ 21：09．71� 6．3�
11 ミ レ デ ィ 牝2黒鹿54 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 436＋ 6 〃 クビ 16．0�
611 マリノルルワ 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 388＋ 41：10．33� 415．2	
48 カツノテンス 牡2黒鹿55 松岡 正海勝野産業
 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 436－ 41：10．4� 46．6�
36 ヴォンヌヴォー 牝2鹿 54 丹内 祐次平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 446－ 61：10．5クビ 25．5�
59 フィーユエクレール 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 416± 0 〃 クビ 21．3
47 ヘ ル ス ケ ア 牝2鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450± 01：10．92� 248．8�
23 エクソソーム 牝2黒鹿 54

52 △横山 琉人青山 洋一氏 矢野 英一 日高 リコーファーム 418＋ 41：11．0� 55．7�
612 サーフライド 牡2鹿 55 木幡 巧也
和田牧場 和田正一郎 日高 スマイルファーム 442＋ 41：11．1� 271．7�
510 ポ リ リ ン 牝2鹿 54 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 450＋ 21：11．21 264．3�
714 ビッグリュウオー 牡2鹿 55 丸山 元気飯田 正剛氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B512－ 21：11．94 207．5�
35 ピ ア ブ ル ー 牝2栗 54 杉原 誠人豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 394＋ 21：12．11� 386．7�
815 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 410－ 21：12．73� 497．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，834，900円 複勝： 75，319，200円 枠連： 13，928，700円
馬連： 77，513，200円 馬単： 36，759，200円 ワイド： 65，689，600円
3連複： 112，093，500円 3連単： 136，835，700円 計： 567，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 210円 �� 520円 �� 340円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 498349 的中 � 118067（2番人気）
複勝票数 計 753192 的中 � 127584（2番人気）� 305443（1番人気）� 64681（4番人気）
枠連票数 計 139287 的中 （1－8） 27646（1番人気）
馬連票数 計 775132 的中 �� 145997（1番人気）
馬単票数 計 367592 的中 �� 25661（3番人気）
ワイド票数 計 656896 的中 �� 89241（1番人気）�� 28122（5番人気）�� 47769（4番人気）
3連複票数 計1120935 的中 ��� 92718（2番人気）
3連単票数 計1368357 的中 ��� 22206（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―11．6―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 16，13（1，2，8）12（4，9）（7，10）3（5，6）11－14－15 4 16，13（1，2）（4，8）9（12，10，6）（3，7）（11，5）－14－15

勝馬の
紹 介

クールムーア �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2022．6．19 阪神11着

2020．4．20生 牡2鹿 母 クールユリア 母母 レディピーチ 5戦1勝 賞金 8，580，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドンタッチミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月1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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 デルマウッチャリ号・リュウノフラワー号
（非抽選馬） 1頭 サンガルガーノ号

第４回 中山競馬 第８日



2508710月1日 晴 良 （4中山4） 第8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
1：51．9
1：50．9

不良
不良

34 ファルコンミノル 牡2栗 55 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 442－ 61：55．5 6．0�
22 シャノンフォールズ 牡2鹿 55 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 488－ 41：55．6� 4．1�
23 パーティーキング 牡2芦 55 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大

作ステーブル B462＋ 41：56．66 16．0�
47 キョウエイルーマー 牡2栗 55

53 △小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 458－ 21：56．81� 10．0�
46 ウィズフィリップ 牡2黒鹿55 西村 太一山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 520－ 41：57．01� 26．6�
712 テンコマンドゥール 牡2鹿 55 津村 明秀天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 472－141：57．42� 31．6�
35 オールアルミュール 牡2栗 55 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 510± 0 〃 クビ 21．2	
11 プ ロ テ ア 牡2鹿 55 内田 博幸 
キャロットファーム 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B474± 01：57．82� 17．4�
58 トライジャーニー 牡2鹿 55 菅原 明良密山 根成氏 武市 康男 新ひだか 飯岡牧場 478＋ 6 〃 アタマ 3．4�
814 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 426＋ 61：58．22� 119．9
610 ヤマノコトブキ 牡2黒鹿55 丸田 恭介澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 林 孝輝 474＋122：00．2大差 342．2�
815 シェイクオンイット 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹 
コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B466± 02：00．51� 115．9�
713 シュネーガッツ 牡2芦 55 丹内 祐次八嶋 長久氏 菊川 正達 新ひだか ウエスタンファーム 476－ 8 〃 クビ 8．5�
59 ハクサンモンチュ 牡2栗 55 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 474－162：02．8大差 61．0�
611 キタノオブピース 牡2鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 平取 有限会社中

田牧場 B430－ 82：03．86 403．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，456，600円 複勝： 55，124，900円 枠連： 13，072，000円
馬連： 62，535，500円 馬単： 26，920，800円 ワイド： 58，500，700円
3連複： 93，288，600円 3連単： 98，426，800円 計： 446，325，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 150円 � 490円 枠 連（2－3） 900円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，940円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 36，820円

票 数

単勝票数 計 384566 的中 � 53352（3番人気）
複勝票数 計 551249 的中 � 87381（3番人気）� 116735（2番人気）� 21174（7番人気）
枠連票数 計 130720 的中 （2－3） 11144（3番人気）
馬連票数 計 625355 的中 �� 38334（3番人気）
馬単票数 計 269208 的中 �� 7792（8番人気）
ワイド票数 計 585007 的中 �� 34583（3番人気）�� 7356（22番人気）�� 10847（15番人気）
3連複票数 計 932886 的中 ��� 8691（28番人気）
3連単票数 計 984268 的中 ��� 1938（113番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―12．9―12．5―12．8―12．8―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．8―50．7―1：03．2―1：16．0―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3
2（5，11，15）7，8，14（9，13）6（12，4）－（1，3）－10
2，5（7，4，12）15（14，8，13）11，6（1，10，9，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファルコンミノル �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2022．9．11 中山3着

2020．4．20生 牡2栗 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンモンチュ号・キタノオブピース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

11月1日まで平地競走に出走できない。

2508810月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時40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

47 ビターグラッセ 牝2鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：02．6 7．1�
612 ジ ュ ド ー 牡2栗 55 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 B474－ 42：02．7� 4．5�
59 コスモバラタ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 452± 02：03．12� 32．5�
36 ブラックヴァール 牝2黒鹿54 丹内 祐次石井 輝昭氏 菊川 正達 浦河 高昭牧場 446－ 6 〃 クビ 13．0�
35 グランツグリーン 牡2鹿 55 M．デムーロ斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 404± 0 〃 アタマ 2．7�
611 グリーングラシア 牡2鹿 55 木幡 初也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 490＋102：03．2� 24．6	
23 コスモオピニオン 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 470＋102：03．3� 22．8

24 イケイケドンドン 牡2鹿 55 大野 拓弥新井原 博氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 468＋ 62：03．4� 13．2�
714 ダイヤプリーモ 牝2芦 54 吉田 豊大野 數芳氏 小野 次郎 日高 荒井ファーム 436－ 82：03．5� 38．3�
12 アサクサアダム 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 470－ 6 〃 ハナ 157．5
817 プロトカルチャー 牡2栗 55 津村 明秀外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋102：03．6� 8．0�
11 クリノクオン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 454＋ 22：03．91� 225．2�
713 ヒルズカーン 牡2黒鹿55 原田 和真湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 454＋ 22：04．0� 65．8�
816 ビルドラポール 牡2青鹿55 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 日高 荒井ファーム 500± 02：04．1クビ 166．7�
510 イ チ ズ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 420＋102：04．74 181．5�
48 ヘ イ ワ 牡2鹿 55 伊藤 工真井高 義光氏 金成 貴史 浦河 大北牧場 432＋ 62：04．91� 300．2�
815 ステキナココロ 牡2鹿 55 松岡 正海 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 22：06．610 266．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 48，797，700円 複勝： 73，969，200円 枠連： 16，871，000円
馬連： 73，591，300円 馬単： 31，095，100円 ワイド： 76，652，800円
3連複： 110，126，100円 3連単： 111，465，700円 計： 542，568，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 180円 � 610円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，870円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 14，930円 3 連 単 ��� 76，450円

票 数

単勝票数 計 487977 的中 � 57467（3番人気）
複勝票数 計 739692 的中 � 91399（3番人気）� 125948（2番人気）� 24962（9番人気）
枠連票数 計 168710 的中 （4－6） 10785（5番人気）
馬連票数 計 735913 的中 �� 38287（5番人気）
馬単票数 計 310951 的中 �� 7719（10番人気）
ワイド票数 計 766528 的中 �� 35232（5番人気）�� 6612（29番人気）�� 8805（26番人気）
3連複票数 計1101261 的中 ��� 5529（45番人気）
3連単票数 計1114657 的中 ��� 1057（228番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．7―12．4―12．8―12．1―12．4―12．0―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―36．1―48．5―1：01．3―1：13．4―1：25．8―1：37．8―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

15－11（9，17）－（8，10）－14（7，12）16（3，6，5）13（2，4）－1
15，11（9，17）－10（8，12）（14，6，16）（7，5）（3，13）4（1，2）

2
4
15－11（9，17）－（8，10）14（7，12）（3，6，16）5，13（2，4）1
11（15，17）9－（8，10，12）5（14，6，16）（7，13）（3，4，2）1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビターグラッセ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．6．19 東京6着

2020．4．26生 牝2鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 3戦1勝 賞金 6，500，000円
※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 ゴールドバランサー号



2508910月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時30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

815 クイーンオブソウル 牝2栗 54 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 448 ―1：36．4 6．8�
12 ア ル セ リ ア 牝2鹿 54 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 440 ―1：37．35 26．7�
35 オルフェスト 牝2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：37．51 2．3�
612 デルマオシダシ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 アタマ 10．6�
23 サンフェリーチェ 牝2鹿 54 武藤 雅�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 442 ―1：37．6� 77．7�
11 ア マ ソ ナ 牝2鹿 54 大野 拓弥越村 洋子氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 478 ―1：37．81 18．0	
714 ミヤビブレイブ 牝2鹿 54 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 450 ― 〃 クビ 34．1

713 エルフォルク 牝2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 中舘 英二 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 9．1�
47 エフロレセンス 牝2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：37．9クビ 18．4�
48 スマートローラ 牝2鹿 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 430 ―1：38．11� 182．6
24 ショウナンアシベ 牝2鹿 54 菅原 明良国本 哲秀氏 西田雄一郎 新ひだか 静内フアーム 466 ―1：38．2� 6．2�
36 スノーパーシスト 牝2芦 54 黛 弘人�辻牧場 村田 一誠 浦河 辻 牧場 432 ―1：38．41� 99．1�
816 コースタルタウン 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 414 ―1：38．71� 68．8�
59 ハクシンレガロ 牝2鹿 54 浜中 俊新井原 博氏 加藤士津八 新冠 川上牧場 458 ―1：38．8� 47．3�
510 ラ ジ ェ ル ブ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 480 ―1：38．9� 166．4�
611 ミストラヴィアータ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介プレミアムレースホース 松山 将樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424 ―1：40．07 154．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，150，200円 複勝： 55，642，800円 枠連： 14，824，000円
馬連： 63，680，100円 馬単： 31，229，700円 ワイド： 57，525，200円
3連複： 90，394，300円 3連単： 99，445，600円 計： 462，891，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 400円 � 130円 枠 連（1－8） 2，380円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 400円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 50，170円

票 数

単勝票数 計 501502 的中 � 61826（3番人気）
複勝票数 計 556428 的中 � 62124（3番人気）� 25220（8番人気）� 158852（1番人気）
枠連票数 計 148240 的中 （1－8） 4811（11番人気）
馬連票数 計 636801 的中 �� 7660（22番人気）
馬単票数 計 312297 的中 �� 1909（38番人気）
ワイド票数 計 575252 的中 �� 7224（24番人気）�� 41046（2番人気）�� 13142（12番人気）
3連複票数 計 903943 的中 ��� 11014（17番人気）
3連単票数 計 994456 的中 ��� 1437（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―37．5―49．8―1：02．1―1：13．9―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

クイーンオブソウル �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．4．16生 牝2栗 母 ビジューミニョン 母母 キュートエンブレム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンフェリーチェ号の騎手武藤雅は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1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） 2頭 ゲラウィン号・ジョーシーゲル号

2509010月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時00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

612 オメガシンフォニー 牝2栗 54 横山 武史原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：11．7 1．8�
714 ベリーベリーベリー 牝2青鹿 54

52 △横山 琉人藤川 靖仁氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 432 ―1：12．97 14．1�
35 シュヴァルツリーベ 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 清水 リトルブルーファーム 446 ―1：13．11� 16．4�

611 マテリアルガール 牝2栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing
ホールディングス� 西田雄一郎 浦河 �川 啓一 480 ― 〃 ハナ 18．8�

24 ビップナージャ 牝2鹿 54
52 △小林 凌大鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 浦河 中村 雅明 420 ―1：13．95 142．5�

48 レジェンダシチー 牡2黒鹿55 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：14．0� 97．3	
12 ケ ン キ ョ 牡2黒鹿55 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 442 ―1：14．31� 21．9

11 ファビュラスエリカ 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊坂 重信 日高 豊洋牧場 426 ― 〃 ハナ 101．2�

47 イデアミラーグロ 牡2鹿 55 丹内 祐次益田 修一氏 本間 忍 浦河 中脇 満 476 ―1：14．4クビ 4．4�
59 ミオファースト 牝2栗 54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 426 ―1：14．5� 37．1
23 カンタベリーハヤテ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介峰 哲馬氏 伊藤 伸一 むかわ ヤマイチ牧場 482 ―1：15．03� 169．3�
815 ブルーテネーシャス 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子青山 郁代氏 根本 康広 新ひだか 野表 篤夫 482 ―1：15．1クビ 150．6�
816 ア オ イ カ ゲ 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 488 ―1：15．63 213．0�
36 キョウエイジョイ 牝2芦 54 杉原 誠人田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 畠山牧場 466 ―1：15．7� 28．9�
510 ニケファルコン 牝2栗 54

52 △永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478 ―1：16．12� 17．0�
713 レオアトロポス 牝2鹿 54 木幡 巧也�レオ 牧 光二 浦河 山田 昇史 462 ―1：16．2クビ 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，227，700円 複勝： 50，422，600円 枠連： 16，885，500円
馬連： 59，333，500円 馬単： 33，991，600円 ワイド： 56，548，100円
3連複： 84，638，800円 3連単： 107，303，600円 計： 455，351，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 310円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 540円 �� 600円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 462277 的中 � 212814（1番人気）
複勝票数 計 504226 的中 � 187810（1番人気）� 34803（4番人気）� 28664（5番人気）
枠連票数 計 168855 的中 （6－7） 18373（3番人気）
馬連票数 計 593335 的中 �� 43357（2番人気）
馬単票数 計 339916 的中 �� 18307（3番人気）
ワイド票数 計 565481 的中 �� 27912（4番人気）�� 24890（5番人気）�� 5341（28番人気）
3連複票数 計 846388 的中 ��� 15668（10番人気）
3連単票数 計1073036 的中 ��� 6738（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガシンフォニー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．2．6生 牝2栗 母 クレーデリンテ 母母 オメガスピリット 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2509110月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 スマイルオンミー 牝3黒鹿53 武藤 雅 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 522± 01：54．0 1．3�
55 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55

52 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B484－ 41：54．1� 11．6�
33 � ウィズザワールド 牝4栗 55

52 ▲原 優介阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 472＋ 21：54．2� 72．6�
22 グ リ モ リ オ 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：54．3アタマ 14．4�
66 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 53

51 △永野 猛蔵�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 494＋ 61：54．83 9．7�
88 クーシフォン 牝3鹿 53 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 454± 01：55．33 7．2	
77 ファイアリースカイ 牝3青鹿53 津村 明秀ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋161：55．4クビ 14．9

44 アイソウザスター 牝4鹿 55 嶋田 純次吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 496± 01：56．78 55．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，146，900円 複勝： 150，177，200円 枠連： 発売なし
馬連： 47，706，500円 馬単： 39，892，000円 ワイド： 44，908，600円
3連複： 66，454，500円 3連単： 204，078，900円 計： 599，364，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 520円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，030円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計 461469 的中 � 279032（1番人気）
複勝票数 計1501772 的中 � 1212099（1番人気）� 66137（3番人気）� 12510（8番人気）
馬連票数 計 477065 的中 �� 75407（2番人気）
馬単票数 計 398920 的中 �� 55921（2番人気）
ワイド票数 計 449086 的中 �� 74208（1番人気）�� 9775（14番人気）�� 2913（25番人気）
3連複票数 計 664545 的中 ��� 11272（15番人気）
3連単票数 計2040789 的中 ��� 13963（33番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．5―13．7―12．4―12．0―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．4―52．1―1：04．5―1：16．5―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルオンミー �

父 ルーラーシップ �


母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．20 中山10着

2019．1．21生 牝3黒鹿 母 スペルオンミー 母母 ウィッチズハット 8戦2勝 賞金 21，870，000円

2509210月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第8競走 1，200�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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

24 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 460＋ 21：11．0 6．2�

714 ルプランドル 牝3栗 53
51 △永野 猛蔵 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：11．32 4．0�
48 サンダビューク 牡3黒鹿55 丸田 恭介 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 460－ 41：11．4クビ 8．7�
23 ネオレインボウ �6鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 494＋ 21：11．61� 54．7�
35 カ リ ュ ウ 牝3鹿 53 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 430＋101：11．7クビ 5．0�
713 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 488＋ 8 〃 クビ 29．9	
12 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 480＋ 21：11．8� 35．3

59 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 B446＋ 21：11．9クビ 12．4�
47 � エ コ ロ ワ カ 牝4黒鹿55 江田 照男原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 460＋ 81：12．0� 171．0
816 アーサーテソーロ 牡3栗 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 526＋10 〃 ハナ 3．7�
11 バウンティハンター 牡5黒鹿57 黛 弘人浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 484－ 2 〃 ハナ 118．9�
815 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 444＋ 21：12．21� 15．7�
510 カ ー ド 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム B462＋ 21：12．62� 80．6�
36 � マスケティアーズ 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 456± 01：12．71 220．1�
612� エレガントオーラ 牝4黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 秋場牧場 440＋381：13．55 220．8�
611 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 440＋ 21：14．35 179．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，250，900円 複勝： 70，418，600円 枠連： 17，902，600円
馬連： 91，265，800円 馬単： 34，204，600円 ワイド： 77，564，000円
3連複： 136，658，200円 3連単： 143，898，100円 計： 615，162，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 160円 � 310円 枠 連（2－7） 1，280円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，880円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 42，180円

票 数

単勝票数 計 432509 的中 � 55128（4番人気）
複勝票数 計 704186 的中 � 93804（4番人気）� 130699（1番人気）� 48196（6番人気）
枠連票数 計 179026 的中 （2－7） 10833（4番人気）
馬連票数 計 912658 的中 �� 47107（4番人気）
馬単票数 計 342046 的中 �� 7380（11番人気）
ワイド票数 計 775640 的中 �� 37853（4番人気）�� 10049（23番人気）�� 23098（10番人気）
3連複票数 計1366582 的中 ��� 16347（17番人気）
3連単票数 計1438981 的中 ��� 2473（144番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．5―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．3
3 4，8，15（5，9，16）（7，14）（3，12，13）（2，11）6（1，10） 4 4，8（5，9，15，16）14（7，13）3（2，12）－（1，11，6）－10

勝馬の
紹 介

プランセスカグヤ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．3 福島11着

2019．4．28生 牝3鹿 母 エレガンテヴィータ 母母 ケリーケイズプレジャー 8戦2勝 賞金 16，170，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ネオレインボウ号の騎手吉田豊は，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：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エコロブラスト号・コーラルティアラ号
（非抽選馬） 2頭 カップッチョ号・サウンドプリズム号



2509310月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

44 シーウィザード 牡2鹿 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 468＋102：04．4 1．8�
11 ゴールデンハインド 牝2芦 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 22：04．5クビ 14．0�
33 オンザブロッサム 牝2青鹿54 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462＋122：04．6	 6．8�
22 ナチュラルハイ 牡2黒鹿55 永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 466＋ 82：04．71 6．1�
77 キミノナハマリア 牝2栗 54 M．デムーロ浦野 和由氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480＋ 22：05．01	 5．2�
66 フェアエールング 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 62：05．21
 14．5	
55 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿55 杉原 誠人
ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 466－ 42：05．52 190．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 68，105，000円 複勝： 36，940，400円 枠連： 発売なし
馬連： 73，375，900円 馬単： 38，948，300円 ワイド： 46，061，200円
3連複： 84，735，100円 3連単： 211，813，900円 計： 559，979，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 250円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 681050 的中 � 309660（1番人気）
複勝票数 計 369404 的中 � 140152（1番人気）� 25997（5番人気）
馬連票数 計 733759 的中 �� 50261（5番人気）
馬単票数 計 389483 的中 �� 17304（8番人気）
ワイド票数 計 460612 的中 �� 27503（6番人気）�� 54012（3番人気）�� 15373（11番人気）
3連複票数 計 847351 的中 ��� 38319（8番人気）
3連単票数 計2118139 的中 ��� 23588（29番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―14．1―13．2―13．1―12．2―12．2―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．7―38．8―52．0―1：05．1―1：17．3―1：29．5―1：41．2―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
1，3－（2，4）5，6，7・（1，3）（2，4）（5，6）7

2
4
1，3（2，4）5，6－7・（1，3）（2，4）（6，7）5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シーウィザード �

父 ビーチパトロール �


母父 メジロベイリー デビュー 2022．7．3 函館1着

2020．4．7生 牡2鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 3戦2勝 賞金 31，002，000円

2509410月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第10競走 ��1，200�
か つ う ら

勝 浦 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

58 サトノレーヴ 牡3鹿 55 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 日高 白井牧場 538± 01：07．7 2．7�
69 モリノドリーム 牝3鹿 53 丸山 元気森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 470－161：08．02 11．5�
57 � カンティーユ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 1 〃 アタマ 40．3�
33 リ ト ス 牝3鹿 53 木幡 巧也ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 410－ 61：08．31� 9．8�
11 アルトシュタット 牡3鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 464－ 21：08．4� 5．9	
610 オードゥメール 牝3鹿 53 菅原 明良中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 41：08．61� 7．8

711 カシノフォワード 	4鹿 57 秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 440＋ 4 〃 ハナ 29．4�
45 ラストリージョ 牝4鹿 55 柴田 大知 �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 460＋ 21：08．8� 37．7�
34 � スズノフブキ 	8鹿 57 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B476－101：08．9� 158．8
814 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 酒井 学吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B466－ 41：09．0� 48．6�
712 ブロンズレッド 牡4栗 57 北村 宏司下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 528＋ 8 〃 � 156．8�
46 � ハッピーペコ 牝5栗 55 小林 凌大 �ローレルレーシング 鈴木 伸尋 新冠 ハクツ牧場 426＋ 21：09．1� 159．6�
813 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 486＋ 21：09．2クビ 4．7�
22 アスクキングコング 	4黒鹿57 M．デムーロ 廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 442－ 2 （競走中止） 14．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 68，408，600円 複勝： 88，938，900円 枠連： 26，301，100円
馬連： 151，806，400円 馬単： 55，371，400円 ワイド： 116，388，100円
3連複： 222，311，700円 3連単： 244，746，900円 計： 974，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 310円 � 970円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，630円 �� 7，460円

3 連 複 ��� 19，660円 3 連 単 ��� 63，210円

票 数

単勝票数 計 684086 的中 � 196497（1番人気）
複勝票数 計 889389 的中 � 183578（1番人気）� 70636（6番人気）� 18428（11番人気）
枠連票数 計 263011 的中 （5－6） 30277（2番人気）
馬連票数 計1518064 的中 �� 71992（7番人気）
馬単票数 計 553714 的中 �� 15791（9番人気）
ワイド票数 計1163881 的中 �� 45875（7番人気）�� 11159（32番人気）�� 3858（51番人気）
3連複票数 計2223117 的中 ��� 8479（66番人気）
3連単票数 計2447469 的中 ��� 2807（215番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．4．10 中山1着

2019．3．22生 牡3鹿 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 4戦3勝 賞金 32，734，000円
〔競走中止〕 アスクキングコング号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 アスクキングコング号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



2509510月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第11競走 ��1，600�
しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，R3．10．2以降R4．9．25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

36 フィアスプライド 牝4青鹿52 浜中 俊ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－101：33．3 12．0�

611 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 55 菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 464＋ 41：33．4� 10．2�

23 リトルクレバー 牡5鹿 54 津村 明秀岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 462－ 41：33．61� 36．0�
510� コスモエスパーダ 牡6青 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 496± 0 〃 クビ 35．1�
48 ジ ネ ス ト ラ 牝4鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442－ 21：33．81 4．9	
24 ア サ ヒ 牡3黒鹿54 横山 武史 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 クビ 3．5

47 ウインレフィナード 牡6黒鹿54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 ハナ 209．2�
59 アールクインダム 牝5黒鹿53 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 486＋101：34．33 37．8�
713 クロスマジェスティ 牝3鹿 52 武藤 雅辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 466± 0 〃 アタマ 15．3
612 レ ノ ー ア 牝6栗 52 横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B430－ 41：34．51� 282．8�
35 エターナルヴィテス 牡6鹿 52 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 484＋ 8 〃 ハナ 144．8�
11 レディバランタイン 牝3鹿 51 吉田 豊丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466－ 41：34．6クビ 7．5�
12 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 52 永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド B436－ 2 〃 ハナ 72．2�
816 シャイニングフジ 牝4鹿 53 石橋 脩林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 498＋ 41：34．81 11．0�
815� シュバルツカイザー 牡4芦 56 田辺 裕信ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 508＋ 81：35．12 22．6�
714 ヒメノカリス 牝5鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B458－ 21：35．95 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 116，760，700円 複勝： 154，177，100円 枠連： 62，262，400円
馬連： 301，865，100円 馬単： 99，853，800円 ワイド： 216，904，000円
3連複： 500，074，500円 3連単： 504，503，700円 計： 1，956，401，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 370円 � 310円 � 930円 枠 連（3－6） 6，040円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 12，750円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 4，520円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 40，480円 3 連 単 ��� 235，670円

票 数

単勝票数 計1167607 的中 � 77207（7番人気）
複勝票数 計1541771 的中 � 111957（7番人気）� 144123（4番人気）� 39096（12番人気）
枠連票数 計 622624 的中 （3－6） 7978（27番人気）
馬連票数 計3018651 的中 �� 40592（24番人気）
馬単票数 計 998538 的中 �� 5871（56番人気）
ワイド票数 計2169040 的中 �� 33351（23番人気）�� 12247（56番人気）�� 14113（48番人気）
3連複票数 計5000745 的中 ��� 9263（141番人気）
3連単票数 計5045037 的中 ��� 1552（788番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．4―45．7―57．3―1：09．0―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

フィアスプライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．12．19 中山9着

2018．4．10生 牝4青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 11戦4勝 賞金 53，468，000円
〔制裁〕 フィアスプライド号の騎手浜中俊は，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30，000円。（被害馬：2番）

リトルクレバー号の騎手津村明秀は，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50，000円。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トミケンボハテル号・マジカルステージ号
（非抽選馬） 2頭 トオヤリトセイト号・バルトリ号

2509610月1日 晴 良 （4中山4） 第8日 第12競走 1，200�3歳以上2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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

612 ケイサンフリーゼ 牝4青 55 戸崎 圭太中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 484＋ 21：10．7 5．7�
510 パイプライン �5鹿 57 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 490± 01：10．91 7．7�
714 ネヴァタップアウト 牡5栗 57 横山 武史ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B528± 01：11．22 31．6�
47 スイートカルデア 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 482＋ 41：11．41� 16．4�
713 ロードミッドナイト 牡4黒鹿57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 522－101：11．5� 13．9	
12 ダイシンウィット 牡5栗 57 菅原 明良大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B508＋121：11．6クビ 46．1

23 タヤスゴールド 牡3栗 55 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 上山牧場 504－ 21：11．81 2．9�
815 テイルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲土田 真翔高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 492＋101：11．9� 135．7�
611 ライヴサファイア 牝3栗 53 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 野坂牧場 450＋10 〃 ハナ 5．6
36 アイアムピッカピカ 牝6黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B460＋ 81：12．0� 183．0�
816 トラストパッキャオ 牝3栗 53

50 ▲西塚 洸二菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 464＋ 21：12．1� 9．2�
59 アイルビーザワン �4栗 57

55 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 490＋101：12．2クビ 131．8�

24 エレファンティネ 牝4栗 55
53 △横山 琉人下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 428－ 4 〃 クビ 115．2�

11 ピ ナ ク ル ズ �9黒鹿 57
54 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 516＋ 8 〃 ハナ 94．6�

48 ル ー リ ン グ 牡4鹿 57 丹内 祐次�G1レーシング 中村 直也 安平 追分ファーム B514－ 21：12．3クビ 34．9�
35 ニシノレバンテ 牡3鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 492± 01：12．62 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，953，700円 複勝： 140，611，000円 枠連： 41，295，400円
馬連： 193，864，500円 馬単： 70，056，700円 ワイド： 170，852，200円
3連複： 303，136，800円 3連単： 324，912，800円 計： 1，348，683，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 230円 � 570円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，050円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 62，120円

票 数

単勝票数 計1039537 的中 � 145619（3番人気）
複勝票数 計1406110 的中 � 171717（4番人気）� 171847（3番人気）� 54399（9番人気）
枠連票数 計 412954 的中 （5－6） 29252（2番人気）
馬連票数 計1938645 的中 �� 58792（10番人気）
馬単票数 計 700567 的中 �� 11586（15番人気）
ワイド票数 計1708522 的中 �� 53506（8番人気）�� 21116（27番人気）�� 20011（28番人気）
3連複票数 計3031368 的中 ��� 15113（46番人気）
3連単票数 計3249128 的中 ��� 3792（210番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．1―11．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．2―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 ・（12，16）（1，7）（4，11，13）5（3，14）15（2，9，10）6，8 4 ・（12，16）－（1，7）（11，13）（4，3）14，5（2，15，10）－9，6－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイサンフリーゼ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．9．13 中京1着

2018．3．19生 牝4青 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 10戦3勝 賞金 32，212，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ゴールドフィンガー号・スズカユース号・フォックススリープ号・ペイシャリルキス号



（4中山4）第8日 10月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

216，190，000円
35，750，000円
1，190，000円
25，580，000円
76，028，000円
5，355，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
704，054，600円
984，959，900円
232，660，500円
1，240，639，800円
519，256，500円
1，023，024，500円
1，883，265，000円
2，276，091，100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 8，863，951，900円

総入場人員 11，266名 （有料入場人員 10，877名）
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