
2509710月2日 晴 良 （4中山4） 第9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

24 ダンスインザリング 牡2鹿 55 岩田 康誠古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 436± 01：12．7 14．2�
612 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 476＋ 2 〃 クビ 26．4�
12 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 418＋ 6 〃 ハナ 2．8�
11 ポポラーレウーノ 牝2鹿 54

51 ▲西塚 洸二由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 460± 01：13．44 4．9�
23 マリノペガサス 牝2栗 54 大野 拓弥矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 446＋ 41：13．5クビ 238．3�
510 スマイルフレンド 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹鈴木 正一氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 432± 0 〃 クビ 241．2�

714 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 400＋ 61：13．6� 74．6	

611 オウユーナッシング 牝2鹿 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 門別牧場 426－141：13．7アタマ 411．9

816 ベルウッドアラシ 牡2鹿 55 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 442＋ 41：13．8� 24．7�
713 ケネディテソーロ 牡2栗 55 石橋 脩了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 リョーケンファー
ム株式会社 476＋ 21：13．9� 141．4

815 アンプレッセシチー 牡2鹿 55
53 △永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490－ 21：14．0クビ 11．6�

36 ヤマタケアオイバラ 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 前野牧場 438＋121：14．63� 46．8�
59 トウカイフィエロ 牡2鹿 55 丹内 祐次内村 正則氏 菊川 正達 平取 二風谷ファーム 492－ 2 〃 ハナ 5．3�
35 ペインティトブルー 牝2青鹿54 菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 432＋ 61：14．92 9．1�
48 リキサンクー 牡2鹿 55 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 454＋ 41：15．21� 17．1�
47 シャトンブリヤント 牝2栗 54

52 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 杵臼斉藤牧場 386－101：16．47 399．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，838，600円 複勝： 77，550，500円 枠連： 18，159，300円
馬連： 83，837，800円 馬単： 37，718，500円 ワイド： 83，834，200円
3連複： 147，546，200円 3連単： 143，437，300円 計： 639，922，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 330円 � 510円 � 130円 枠 連（2－6） 8，490円

馬 連 �� 10，070円 馬 単 �� 20，570円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 710円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 75，520円

票 数

単勝票数 計 478386 的中 � 28433（6番人気）
複勝票数 計 775505 的中 � 50329（5番人気）� 29301（8番人気）� 222367（1番人気）
枠連票数 計 181593 的中 （2－6） 1656（23番人気）
馬連票数 計 838378 的中 �� 6448（32番人気）
馬単票数 計 377185 的中 �� 1375（65番人気）
ワイド票数 計 838342 的中 �� 8008（33番人気）�� 31690（7番人気）�� 19804（13番人気）
3連複票数 計1475462 的中 ��� 15936（24番人気）
3連単票数 計1434373 的中 ��� 1377（239番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―12．6―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―46．1―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F39．2
3 ・（2，6）8（1，5，12）15（9，14）－4，11－（10，16）－7（3，13） 4 ・（2，6）8（1，12）15（9，5）（14，4）（10，11）16－13－3，7

勝馬の
紹 介

ダンスインザリング �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 End Sweep デビュー 2022．6．19 阪神4着

2020．3．26生 牡2鹿 母 ナイツエンド 母母 Messenger Miss 5戦1勝 賞金 9，180，000円
〔その他〕 トウカイフィエロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウカイフィエロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月2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 ビルカール号・フィーバーヒュー号

2509810月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35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

58 オールパルフェ 牡2鹿 55 大野 拓弥遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 478＋161：35．6 1．5�
11 フェルドランス 牡2鹿 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 456± 01：36．02 17．5�
711 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± 0 〃 アタマ 24．7�
33 マテンロウカノン 牝2鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436± 01：36．32 11．2�
34 トーセンサウダージ 牡2鹿 55 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 480－ 81：36．61� 20．5	
814 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 444＋ 21：36．81� 55．7�
610 ウ ラ ヌ ス 牡2鹿 55 北村 宏司天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 460± 01：37．11� 189．8�
69 ハクサンパイオニア 牡2黒鹿55 団野 大成河﨑 五市氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 484－ 2 〃 アタマ 47．3
57 アスクエブリーワン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 株式会社
ASK STUD 412＋ 41：37．2� 80．2�

712 サクラトップクリス 牝2栗 54 池添 謙一�トップフェロウ田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 444± 0 〃 クビ 27．8�
22 カ リ ン パ ニ 牝2鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 真歌田中牧場 380± 01：37．51� 25．1�
45 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± 01：37．71� 154．3�
813 フ ラ ミ ニ ア 牝2栗 54 横山 武史 
シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458－101：38．76 5．5�
46 ベッケンバウアー 牡2鹿 55 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 61：39．12 319．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，018，000円 複勝： 126，748，200円 枠連： 17，960，700円
馬連： 77，032，400円 馬単： 42，725，300円 ワイド： 85，540，700円
3連複： 129，969，100円 3連単： 169，398，200円 計： 704，392，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 300円 枠 連（1－5） 860円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 360円 �� 430円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 550180 的中 � 291345（1番人気）
複勝票数 計1267482 的中 � 759480（1番人気）� 66300（4番人気）� 47277（6番人気）
枠連票数 計 179607 的中 （1－5） 16013（4番人気）
馬連票数 計 770324 的中 �� 74128（3番人気）
馬単票数 計 427253 的中 �� 36585（2番人気）
ワイド票数 計 855407 的中 �� 65093（3番人気）�� 52765（4番人気）�� 9760（21番人気）
3連複票数 計1299691 的中 ��� 29277（10番人気）
3連単票数 計1693982 的中 ��� 16471（15番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．1―12．1―12．0―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―36．7―48．8―1：00．8―1：12．4―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

オールパルフェ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．6．4 東京2着

2020．4．7生 牡2鹿 母 クイーングラス 母母 パイクスピーク 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ハクサンパイオニア号の騎手団野大成は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

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

第４回 中山競馬 第９日



2509910月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第3競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時05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

612 ミ ネ ヒ メ 牝2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 日高 新井 昭二 412 ―1：10．2 30．0�
12 ピンポンマム 牝2芦 54

52 △小林 脩斗 �ブルースターズファーム 青木 孝文 浦河 栄進牧場 426 ―1：11．05 6．8�
11 シ ー ギ リ ア 牝2黒鹿54 田辺 裕信細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 454 ―1：11．1� 5．2�
48 セイカパルナッソス 牝2芦 54 石川裕紀人久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 400 ―1：11．52� 19．7�
36 メ ル ク ー ア 牝2鹿 54 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 446 ― 〃 アタマ 6．2	
47 クインズベル 牝2青鹿54 菅原 明良 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 460 ―1：11．6� 3．6

35 サカジロレインボー 牝2栗 54 松山 弘平ロイヤルパーク 高橋 康之 新ひだか 松田牧場 408 ―1：11．81� 8．8�
714 スターオブデイズ 牝2鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 414 ―1：12．01 37．6�
24 カガカーニバル �2栗 55 菊沢 一樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 482 ― 〃 クビ 16．6
713 サファイアリング 牝2鹿 54 岩部 純二国田 正忠氏 田中 剛 平取 北島牧場 390 ―1：12．1アタマ 32．1�
815 コパノミステリー 牡2鹿 55 松岡 正海小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 460 ―1：12．2� 65．3�
23 アイアムロージー 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 438 ―1：12．41� 81．4�
611 サムワンライクユー 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 468 ― 〃 アタマ 56．9�
59 アイファースキャン 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 470 ―1：12．71� 150．9�

510 ス ノ ー ベ ル 牝2芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：12．8� 27．4�
816 キラールージュ 牝2鹿 54 柴田 大知村田 滋氏 粕谷 昌央 新ひだか 木村 秀則 416 ―1：13．01� 127．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，825，700円 複勝： 53，306，300円 枠連： 19，548，100円
馬連： 63，752，000円 馬単： 26，738，100円 ワイド： 58，065，700円
3連複： 94，814，100円 3連単： 93，570，000円 計： 452，620，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，000円 複 勝 � 630円 � 250円 � 200円 枠 連（1－6） 3，850円

馬 連 �� 9，010円 馬 単 �� 16，060円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 3，840円 �� 870円

3 連 複 ��� 16，830円 3 連 単 ��� 129，210円

票 数

単勝票数 計 428257 的中 � 12072（9番人気）
複勝票数 計 533063 的中 � 18363（9番人気）� 57464（4番人気）� 78099（2番人気）
枠連票数 計 195481 的中 （1－6） 3927（15番人気）
馬連票数 計 637520 的中 �� 5482（27番人気）
馬単票数 計 267381 的中 �� 1248（55番人気）
ワイド票数 計 580657 的中 �� 4815（35番人気）�� 3803（43番人気）�� 17880（8番人気）
3連複票数 計 948141 的中 ��� 4223（53番人気）
3連単票数 計 935700 的中 ��� 525（390番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．9―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―35．3―46．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ネ ヒ メ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Orientate 初出走

2020．4．12生 牝2黒鹿 母 マウントフジ 母母 カ ク テ ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サファイアリング号の騎手岩部純二は，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：10番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キュムラス号・ブラッドタイプビー号・ポロネーズ号・マイネルラッシュ号・ミスファイト号

2510010月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第4競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時35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
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ゴールドブリーズ 牡4鹿 57 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 496＋ 21：53．8 7．4�
11 ロイヤルダンス 牡4青鹿57 丹内 祐次大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 504－ 21：53．9� 14．3�
34 セイシェルノユウヒ �5芦 57

55 ◇藤田菜七子宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 466＋ 21：54．64 50．3�
59 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 516＋ 21：54．7クビ 3．4�
610 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 478＋ 41：54．8� 3．6�
47 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± 01：55．01� 104．0	
23 サパテアール 牡3青鹿55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B512± 01：55．1アタマ 5．9�
814 ホウオウニンジャ 牡3黒鹿55 大野 拓弥小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：55．2� 19．7�
22 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 508＋ 41：55．3� 22．4
611� ル リ オ ウ 牡4芦 57

54 ▲原 優介大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 508± 01：55．4� 191．2�

58 ミエノナイスガイ 牡3鹿 55 石川裕紀人里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 466＋ 6 〃 ハナ 17．7�
713 サクセスエース 牡4栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B484± 01：55．5� 11．6�
712 ゲ キ ザ ル 牡3芦 55 内田 博幸橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 464＋ 11：55．6� 69．6�
46 パワーエンブレム 牡3鹿 55 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B502＋141：55．91� 54．8�
35 � クリノヴィンセント 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 つつみ牧場 488＋ 41：56．85 231．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，214，600円 複勝： 85，659，100円 枠連： 18，729，500円
馬連： 92，571，600円 馬単： 36，652，600円 ワイド： 93，239，700円
3連複： 147，240，900円 3連単： 147，991，400円 計： 674，299，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 320円 � 370円 � 1，020円 枠 連（1－8） 4，200円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 12，020円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 5，520円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 72，170円 3 連 単 ��� 343，890円

票 数

単勝票数 計 522146 的中 � 56117（4番人気）
複勝票数 計 856591 的中 � 76367（4番人気）� 63912（5番人気）� 19694（10番人気）
枠連票数 計 187295 的中 （1－8） 3452（15番人気）
馬連票数 計 925716 的中 �� 10909（22番人気）
馬単票数 計 366526 的中 �� 2286（44番人気）
ワイド票数 計 932397 的中 �� 12067（23番人気）�� 4324（47番人気）�� 4899（44番人気）
3連複票数 計1472409 的中 ��� 1530（148番人気）
3連単票数 計1479914 的中 ��� 312（750番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．6―50．3―1：02．6―1：15．0―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．8
1
3
1－15，5，10（3，8，14）（6，13）（4，9）（11，12）7，2
1－15－5，10（3，14）（6，8，13）－（9，11）4，7，2，12

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

勝馬の
紹 介

ゴールドブリーズ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2020．10．10 東京3着

2018．3．22生 牡4鹿 母 ゴールドジャパン 母母 ロンドリーナ 13戦2勝 賞金 22，595，000円
〔制裁〕 ゴールドブリーズ号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）



2510110月2日 晴 良 （4中山4） 第9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

610 セブンマジシャン 牡2鹿 55 西村 淳也前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474 ―1：50．0 6．2�
34 トーセンアウローラ 牡2栗 55 丹内 祐次島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 452 ―1：50．42� 8．0�
814 フォーサイドナイン 牡2鹿 55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472 ―1：50．51 12．1�
58 シュマンドロワ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか タガミファーム 458 ―1：50．81� 14．8�
46 サ ヴ ォ ー ナ 牡2鹿 55 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 514 ― 〃 クビ 18．8	
33 ヴァンナチュール 牡2鹿 55 津村 明秀德永 雅樹氏 林 徹 新冠 上井農場 456 ―1：50．9クビ 4．1

22 ハ ガ ネ 牡2鹿 55 石川裕紀人佐藤 守宏氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 450 ―1：51．11� 41．3�
45 エナジーポコアポコ 牡2青鹿 55

53 △松本 大輝 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 460 ― 〃 アタマ 61．0�
11 フェザーモチーフ 牡2栗 55 菅原 明良 シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 448 ―1：51．41� 3．4�
57 ト ッ プ ガ ン 牡2黒鹿 55

53 △横山 琉人芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 430 ―1：51．61� 59．0�
813 ピーターサイト 牡2黒鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 村田 一誠 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―1：51．92 48．4�
712 マイプレイス 牝2鹿 54 �島 克駿ターフ・スポート高橋 康之 浦河 市川牧場 446 ―1：52．22 91．1�
711 ウィンクルティアラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 422 ―1：53．15 14．3�
69 グランダルメ 牝2鹿 54 松岡 正海 コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 472 ―1：55．0大差 194．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，864，800円 複勝： 60，703，100円 枠連： 17，752，400円
馬連： 73，746，400円 馬単： 31，896，300円 ワイド： 66，613，000円
3連複： 106，372，000円 3連単： 110，320，500円 計： 521，268，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 260円 � 290円 枠 連（3－6） 1，000円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 950円 �� 960円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 41，160円

票 数

単勝票数 計 538648 的中 � 71950（3番人気）
複勝票数 計 607031 的中 � 90111（3番人気）� 60128（4番人気）� 49458（5番人気）
枠連票数 計 177524 的中 （3－6） 13717（2番人気）
馬連票数 計 737464 的中 �� 21519（10番人気）
馬単票数 計 318963 的中 �� 4501（20番人気）
ワイド票数 計 666130 的中 �� 18100（10番人気）�� 18000（11番人気）�� 13728（18番人気）
3連複票数 計1063720 的中 ��� 11916（25番人気）
3連単票数 計1103205 的中 ��� 1943（144番人気）

ハロンタイム 12．6―12．8―12．1―12．9―12．1―12．5―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．4―37．5―50．4―1：02．5―1：15．0―1：26．8―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3
・（8，10）12（4，14）（3，6）13，7（1，5）－2－11－9・（8，10）14（4，12）（3，13）（5，6）（1，7）2－（11，9）

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

勝馬の
紹 介

セブンマジシャン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 メイショウサムソン 初出走

2020．2．27生 牡2鹿 母 ハピネスダンサー 母母 クロノロジスト 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 2頭 シャイニースイフト号・ディオスシチー号

2510210月2日 晴 良 （4中山4） 第9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）

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

48 クールライズ 牡3鹿 55
53 △永野 猛蔵久木田 隆氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472± 01：11．6 4．3�

23 �� デュアルキャリアー 牡6鹿 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt B554＋ 21：11．7� 3．9�

59 � ワールドコネクター 牡3芦 55
52 ▲佐々木大輔山本又一郎氏 蛯名 正義 米 Dell Ridge

Farm, LLC B538－14 〃 クビ 4．9�
816� ヴ ァ ン ヌ 牡4鹿 57 戸崎 圭太杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 498－ 61：11．8クビ 7．8�
714 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 480＋ 81：11．9	 15．3�
611 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 478－ 21：12．0� 44．1

24 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 450－121：12．1	 33．6�
36 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 458＋ 81：12．31 16．3�
12 サンマルセレッソ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 442＋10 〃 クビ 162．4
510� ベストインクラス 牡4鹿 57 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 496－ 31：12．83 26．4�
11 � ゴスホーククレスト 牡4鹿 57

54 ▲原 優介藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 502－ 8 〃 ハナ 44．7�
47 � メ イ ム 牝4鹿 55 原田 和真宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 410－ 61：13．11� 321．5�
815 イールテソーロ 牝3鹿 53 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 462＋ 81：13．2� 106．8�
612 ベルウッドウズメ 牡3芦 55 菅原 明良鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 504＋ 2 〃 ハナ 6．7�
35 � ブラックロータス 牡4鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 米 Merriebelle

Stable, LLC 582＋361：13．51	 69．8�
713 ウインラザンツ 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B508－ 61：13．6	 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，892，200円 複勝： 95，508，900円 枠連： 19，823，700円
馬連： 108，484，400円 馬単： 40，296，300円 ワイド： 107，698，600円
3連複： 168，425，100円 3連単： 158，094，000円 計： 759，223，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 160円 � 210円 枠 連（2－4） 1，650円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 770円 �� 530円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計 608922 的中 � 112069（2番人気）
複勝票数 計 955089 的中 � 133444（3番人気）� 177745（1番人気）� 104428（5番人気）
枠連票数 計 198237 的中 （2－4） 9280（8番人気）
馬連票数 計1084844 的中 �� 46485（5番人気）
馬単票数 計 402963 的中 �� 10132（5番人気）
ワイド票数 計1076986 的中 �� 35400（6番人気）�� 54389（2番人気）�� 29897（9番人気）
3連複票数 計1684251 的中 ��� 34418（4番人気）
3連単票数 計1580940 的中 ��� 6359（23番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―11．9―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．0―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 ・（15，16，9）3，7（4，5）（2，8）（11，10）－（1，6，13）14，12 4 ・（15，16，9）3，4（7，8）（2，11）（1，6，5，10）（14，13）－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クールライズ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Bernardini デビュー 2022．1．22 中山1着

2019．4．13生 牡3鹿 母 トゥービーハッピー 母母 Festival 6戦2勝 賞金 16，700，000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。
（非抽選馬） 1頭 アルマイナンナ号



2510310月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第7競走 2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．0

良
良

11 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 54 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 460± 02：14．1 3．7�
22 � ザスリーサーティ 牡7青鹿57 吉田 豊諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 4 〃 ハナ 44．6�
811 ラ イ リ ッ ズ 牡3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：14．2� 17．8�
56 ファンタジア 牝3黒鹿52 松山 弘平石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－122：14．41� 3．7�
55 ボ ン ベ ー ル 牡6鹿 57 内田 博幸木部 厳生氏 辻 哲英 日高 木部ファーム 492± 0 〃 クビ 96．2	
33 ホウオウフウジン 牡3芦 54 菱田 裕二小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514± 02：14．71� 6．5

68 ワープスピード 牡3鹿 54 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B494＋ 8 〃 ハナ 5．1�
812 ウインマイルート 牡3栗 54 石川裕紀人�ウイン 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム 440－ 22：14．8� 46．0�
44 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 494－ 6 〃 ハナ 31．0
710 ルーパステソーロ 牡4芦 57 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 542＋ 22：15．11� 25．3�
79 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 464＋ 62：15．2クビ 9．0�
67 リ ヴ ェ ッ ト 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 492＋ 22：17．0大差 14．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，943，400円 複勝： 83，782，300円 枠連： 17，532，100円
馬連： 99，174，100円 馬単： 38，037，200円 ワイド： 88，569，000円
3連複： 147，021，200円 3連単： 152，904，500円 計： 683，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 850円 � 450円 枠 連（1－2） 6，300円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，150円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 28，050円 3 連 単 ��� 135，020円

票 数

単勝票数 計 569434 的中 � 122896（2番人気）
複勝票数 計 837823 的中 � 182264（1番人気）� 20338（10番人気）� 41753（7番人気）
枠連票数 計 175321 的中 （1－2） 2155（20番人気）
馬連票数 計 991741 的中 �� 12945（21番人気）
馬単票数 計 380372 的中 �� 2785（36番人気）
ワイド票数 計 885690 的中 �� 16753（14番人気）�� 20292（11番人気）�� 3384（52番人気）
3連複票数 計1470212 的中 ��� 3931（86番人気）
3連単票数 計1529045 的中 ��� 821（419番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．1―12．5―12．5―12．2―11．8―11．9―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―37．0―49．5―1：02．0―1：14．2―1：26．0―1：37．9―1：49．7―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ン ト リ ヒ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．8．1 新潟8着

2019．4．8生 牡3芦 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 13戦2勝 賞金 23，370，000円

2510410月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ロードヴァレンチ �3鹿 55
53 △永野 猛蔵 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 460－ 81：52．9 19．8�

612 ロ ス コ フ 牡4鹿 57 西村 淳也吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 492－ 41：53．11	 12．5�
815 カンピオーネ 牡3鹿 55 田辺 裕信�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 524＋ 61：53．41
 2．6�
12 ガルヴィハーラ 牡6栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502－ 21：53．5� 17．6�
59 ウォーロード 牡4黒鹿57 松山 弘平プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 488± 01：53．6クビ 5．5	
36 フームスムート 牡5黒鹿57 団野 大成ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B518－12 〃 クビ 45．8

714 ターニングアップ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 468－ 21：53．7
 72．7�
510 サトノフォース �6黒鹿57 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか 桜井牧場 B466－ 21：53．9� 66．0�
24 アーザムブルー 牡8黒鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486－ 41：54．11
 40．2
23 スクリーンプロセス �4青鹿57 菅原 明良 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 536＋ 4 〃 アタマ 15．4�
11  テーオーバフェット 牡5栗 57 丸田 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 21：54．52 66．8�
713 ピ オ ノ ノ 牡5黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム B512－101：54．6� 14．6�
47 トーホウボルツ 牡4黒鹿57 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B482＋101：54．7クビ 45．8�
816 リズムオブザナイト 牡4鹿 57 丸山 元気吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B484＋ 41：55．12
 21．8�
35 ヘ キ ク ウ 牡3芦 55 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 532＋ 21：55．73
 4．8�
611 ア ク セ ル 牡4黒鹿57 大野 拓弥中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 522＋ 81：57．410 83．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，449，900円 複勝： 95，722，700円 枠連： 25，482，000円
馬連： 124，158，000円 馬単： 43，927，800円 ワイド： 116，363，900円
3連複： 189，117，700円 3連単： 184，623，500円 計： 842，845，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 470円 � 340円 � 150円 枠 連（4－6） 7，320円

馬 連 �� 13，240円 馬 単 �� 24，170円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 920円 �� 810円

3 連 複 ��� 9，130円 3 連 単 ��� 70，740円

票 数

単勝票数 計 634499 的中 � 25524（8番人気）
複勝票数 計 957227 的中 � 42202（9番人気）� 63244（4番人気）� 221735（1番人気）
枠連票数 計 254820 的中 （4－6） 2696（29番人気）
馬連票数 計1241580 的中 �� 7266（42番人気）
馬単票数 計 439278 的中 �� 1363（76番人気）
ワイド票数 計1163639 的中 �� 7811（41番人気）�� 33028（8番人気）�� 37992（5番人気）
3連複票数 計1891177 的中 ��� 15519（29番人気）
3連単票数 計1846235 的中 ��� 1892（225番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．9―12．3―12．0―12．5―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．0―49．9―1：02．2―1：14．2―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．7
1
3
8，14－（2，5）（12，16）（1，9）7，6（11，13）－15－（3，10）4
8（14，5）（2，16）12（9，13）（1，7，6）（11，15）（3，10）4

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァレンチ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．7．25 新潟13着

2019．3．8生 �3鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 9戦3勝 賞金 29，100，000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。
（非抽選馬） 3頭 インウィクトス号・ゴールドフレーム号・ミラキュラスライト号



2510510月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

44 サンティーテソーロ 牝2鹿 54 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 浦河 大島牧場 420－ 21：35．1 1．7�

33 サラサハウプリティ 牝2栗 54 菱田 裕二横井 良明氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 434－ 81：35．63 13．7�
22 コスモフーレイ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 424＋ 21：35．91� 23．4�
11 マスキュリン 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋18 〃 クビ 4．8�
66 フィンガークリック 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 492＋ 41：36．0� 5．5	
55 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 432－ 21：36．1� 13．6

88 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± 01：36．52� 130．0�
77 ロッソランパンテ 牝2鹿 54 大野 拓弥堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 458＋ 61：36．71 40．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 76，057，300円 複勝： 70，820，400円 枠連： 発売なし
馬連： 97，911，900円 馬単： 52，610，100円 ワイド： 64，380，600円
3連複： 117，638，800円 3連単： 289，439，500円 計： 768，858，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 380円 �� 570円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 760573 的中 � 372886（1番人気）
複勝票数 計 708204 的中 � 352990（1番人気）� 61709（4番人気）� 28136（6番人気）
馬連票数 計 979119 的中 �� 64654（4番人気）
馬単票数 計 526101 的中 �� 26556（6番人気）
ワイド票数 計 643806 的中 �� 47523（4番人気）�� 29169（7番人気）�� 10115（17番人気）
3連複票数 計1176388 的中 ��� 29705（12番人気）
3連単票数 計2894395 的中 ��� 20406（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．0―48．1―1：00．1―1：11．8―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

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 3戦2勝 賞金 17，468，000円

2510610月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第10競走 ��1，800�茨 城 新 聞 杯
発走15時00分 （芝・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
茨城新聞社賞（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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

22 レッドランメルト 牡3鹿 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 502－ 61：48．1 1．7�
712 ゴーゴーユタカ 牡3鹿 55 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 480＋ 41：48．41� 4．7�
711� ヤマニンガラッシア 牡5青鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 448＋ 21：48．61� 17．4�
46 クールウォーター 牝6鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 422＋ 6 〃 ハナ 15．8�
814 カランドゥーラ 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：48．7クビ 11．0�
33 ポッドヴァイン 牡3鹿 55 菅原 明良小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 410－ 21：48．8� 24．1	
45 ミ ト ロ ジ ー 	6栗 57 津村 明秀 
シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 8．1�
57 セ ナ リ ス ト 牝4黒鹿55 団野 大成 
サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：49．01
 32．7�
610 トランシルヴァニア 	5鹿 57 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 32．6
58 ヤマニンプレシオサ 牝5黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 478＋ 2 〃 ハナ 130．0�
11 フィデリオグリーン 牡6鹿 57 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 492± 01：49．31� 110．6�
34 ケルンキングダム 	6鹿 57 �島 克駿谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 468＋241：49．4� 50．2�
69 ベストクィーン 牝6栗 55 国分 恭介田畑 富子氏 牧田 和弥 新冠 ハクツ牧場 438＋ 21：49．61
 139．8�
813� ス ウ ェ ア ー 牡5鹿 57 内田 博幸松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 518＋ 81：50．34 263．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，526，500円 複勝： 89，770，200円 枠連： 32，961，200円
馬連： 154，350，600円 馬単： 64，028，700円 ワイド： 117，216，100円
3連複： 238，538，300円 3連単： 300，083，500円 計： 1，070，475，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 150円 � 260円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 530円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 735265 的中 � 328238（1番人気）
複勝票数 計 897702 的中 � 257656（1番人気）� 150848（2番人気）� 61134（5番人気）
枠連票数 計 329612 的中 （2－7） 66503（1番人気）
馬連票数 計1543506 的中 �� 234971（1番人気）
馬単票数 計 640287 的中 �� 68689（1番人気）
ワイド票数 計1172161 的中 �� 141669（1番人気）�� 53661（5番人気）�� 29440（10番人気）
3連複票数 計2385383 的中 ��� 96581（3番人気）
3連単票数 計3000835 的中 ��� 45599（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．2―36．9―49．2―1：00．9―1：12．9―1：24．8―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2
1
3
・（9，12）（2，4，14）（11，13）6，10，5，8（3，7）－1
9，12，14，2，4（6，11）（5，10，13）（7，1）（3，8）

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

勝馬の
紹 介

レッドランメルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2021．8．22 札幌3着

2019．1．29生 牡3鹿 母 クイーンズアドヴァイス 母母 Queen’s Bench 9戦3勝 賞金 40，273，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ケルンキングダム号の騎手�島克駿は，1コーナー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：6番・11

番・8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。
（非抽選馬） 4頭 シベリアンタイガー号・シーグラス号・ネバーゴーンアウト号・ハーランズハーツ号

１レース目 ３レース目



2510710月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第11競走 ��
��1，200�第56回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上，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

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 170，000，000円 68，000，000円 43，000，000円 26，000，000円 17，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：05．8
1：06．7

良
良
良

12 � ジャンダルム 牡7黒鹿57 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited B508－ 21：07．8 20．3�

47 ウインマーベル 牡3栗 55 松山 弘平�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B468± 0 〃 クビ 20．0�
36 ナランフレグ 牡6栗 57 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 490± 01：08．0	 18．6�
24 ダイアトニック 牡7鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 478± 0 〃 クビ 41．7�
59 ナムラクレア 牝3青鹿53 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 466－ 4 〃 アタマ 2．9	
35 エイティーンガール 牝6青鹿55 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 452－ 21：08．1クビ 110．3

611 トゥラヴェスーラ 牡7鹿 57 
島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 クビ 51．8�
816� マリアズハート 牝6鹿 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 502－121：08．3	 159．7�

815� シュネルマイスター 牡4鹿 57 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern
Farm 490± 0 〃 アタマ 8．5

48 � ファストフォース 牡6黒鹿57 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B520－ 2 〃 クビ 59．4�
612 ヴェントヴォーチェ 牡5鹿 57 西村 淳也エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518± 01：08．4� 20．5�
23 メイショウミモザ 牝5芦 55 丹内 祐次松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B448－ 61：08．5� 106．7�
510 タイセイビジョン 牡5栗 57 福永 祐一田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 19．8�
713 メイケイエール 牝4鹿 55 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 482－ 21：08．71 2．5�
11 テイエムスパーダ 牝3芦 53 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 490＋ 21：08．8	 16．7�
714 ラヴィングアンサー 牡8鹿 57 菱田 裕二江口 博美氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 502－ 21：08．9� 322．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 766，494，500円 複勝： 729，615，800円 枠連： 314，933，400円 馬連： 1，810，994，300円 馬単： 777，076，600円
ワイド： 1，376，446，700円 3連複： 3，681，289，700円 3連単： 5，530，469，300円 5重勝： 547，166，300円 計： 15，534，486，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 470円 � 510円 � 560円 枠 連（1－4） 3，430円

馬 連 �� 15，340円 馬 単 �� 36，640円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 3，550円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 50，590円 3 連 単 ��� 468，950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����� 896，990円

票 数

単勝票数 計7664945 的中 � 301689（8番人気）
複勝票数 計7296158 的中 � 419491（5番人気）� 375860（6番人気）� 335537（8番人気）
枠連票数 計3149334 的中 （1－4） 70979（13番人気）
馬連票数 計18109943 的中 �� 91492（39番人気）
馬単票数 計7770766 的中 �� 15904（89番人気）
ワイド票数 計13764467 的中 �� 114528（36番人気）�� 99722（40番人気）�� 120089（33番人気）
3連複票数 計36812897 的中 ��� 54574（126番人気）
3連単票数 計55304693 的中 ��� 8550（921番人気）
5重勝票数 差引計5471663（返還計 67759） 的中 ����� 427

ハロンタイム 11．9―10．1―10．7―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．7―44．1―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．9 阪神1着

2015．4．25生 牡7黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 29戦7勝 賞金 415，512，000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 サンライズオネスト号・ダイメイフジ号・レイハリア号・ワールドウインズ号

2510810月2日 晴 良 （4中山4） 第9日 第12競走 ��1，200�
そとぼう

外房ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

815 ベイビーボス 牡5鹿 55 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 480± 01：10．2 10．3�
814� リンカーンテソーロ 牡4栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 470＋ 41：10．84 15．6�

47 � ジャスパーゴールド 牡4栗 55 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers B466＋101：10．9� 17．3�

11 � ワルツフォーラン 牝5青鹿54 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B484＋121：11．0クビ 7．0�
34 ホッコーアカツキ 牡5鹿 53 野中悠太郎北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 504－ 61：11．31	 68．9�
22 ペプチドヤマト 牡3栗 54 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B486＋14 〃 ハナ 9．8	
35 ペコリーノロマーノ 牝5鹿 52 西村 淳也平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454＋14 〃 ハナ 54．8

713� チェリーブリーズ 牝5鹿 50 西村 太一�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 484± 01：11．4	 221．4�
611 メイショウハナモリ 牡6黒鹿53 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 安平 
橋本牧場 B514－ 61：11．5クビ 50．9
712 メイショウヒューマ 牡4鹿 55 横山 武史松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 496＋101：11．6	 5．4�
23 ビップエレナ 牝4芦 52 小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 476＋ 61：11．7クビ 79．6�
46 エリモグリッター �5鹿 54 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 12．2�
58 ヴァガボンド 牡4栗 55 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 490± 01：11．8� 5．0�
59 � スーパーウーパー 牝4芦 51 松岡 正海�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 478＋ 21：12．75 119．5�
610 チェイスザドリーム 牝3鹿 52 古川 奈穂 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 480＋161：13．02 4．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 153，214，000円 複勝： 180，102，000円 枠連： 58，260，400円
馬連： 276，005，200円 馬単： 97，037，800円 ワイド： 240，915，100円
3連複： 447，869，300円 3連単： 505，145，000円 計： 1，958，548，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 310円 � 410円 � 410円 枠 連（8－8） 4，580円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，790円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 19，930円 3 連 単 ��� 101，870円

票 数

単勝票数 計1532140 的中 � 118675（6番人気）
複勝票数 計1801020 的中 � 159162（5番人気）� 111646（9番人気）� 113013（8番人気）
枠連票数 計 582604 的中 （8－8） 9858（22番人気）
馬連票数 計2760052 的中 �� 44499（26番人気）
馬単票数 計 970378 的中 �� 8148（42番人気）
ワイド票数 計2409151 的中 �� 47411（19番人気）�� 34708（31番人気）�� 25617（36番人気）
3連複票数 計4478693 的中 ��� 16854（80番人気）
3連単票数 計5051450 的中 ��� 3595（435番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―11．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．8―44．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベイビーボス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．3．1 中山1着

2017．3．30生 牡5鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 17戦4勝 賞金 62，848，000円
〔発走状況〕 チェイスザドリーム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ワルツフォーラン号の騎手田辺裕信は，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：10番・9番）
〔調教再審査〕 チェイスザドリーム号は，発走調教再審査。

５レース目



（4中山4）第9日 10月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

519，000，000円
3，020，000円
33，560，000円
5，950，000円
68，480，000円
9，000，000円
79，690，000円
5，322，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
1，502，339，500円
1，749，289，500円
561，142，800円
3，062，018，700円
1，288，745，300円
2，498，883，300円
5，615，842，400円
7，785，476，700円
547，166，300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 24，610，904，500円

総入場人員 22，920名 （有料入場人員 22，166名）



令和4年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，449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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，503，780，000円
22，860，000円
306，310，000円
18，840，000円
318，570，000円
12，000，000円
656，594，000円
44，197，500円
13，910，400円

勝馬投票券売得金
8，473，412，200円
11，062，651，400円
3，003，145，400円
15，889，710，600円
6，681，241，600円
13，000，122，200円
26，426，556，000円
34，437，049，700円
2，867，016，100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
5 重 勝
計 121，840，905，200円

総入場延人員 131，020名 （有料入場延人員 126，418名）
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