
26001 9月10日 晴 不良 （4中京5） 第1日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

67 エミサキホコル 牡2黒鹿54 藤岡 康太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 460－ 81：24．3 4．9�
55 ストリンジェンド 牡2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：24．61� 2．7�
68 モカラエース 牡2鹿 54 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 448－ 81：25．34 37．7�
812 タガノロビンソン 牡2栗 54 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 浦河 杵臼牧場 474－ 41：26．04 8．0�
79 コクセンプウ 牡2鹿 54 幸 英明中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 今 牧場 468－ 4 〃 クビ 11．3�
11 スパーキングブルー 牡2鹿 54 松山 弘平 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 488－161：26．1クビ 15．5

22 スーパームーン 牡2栗 54 和田 竜二森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 444－ 61：26．21 8．8�
811 マロンアルジャン 牝2栗 54 松若 風馬 	YGGホースクラブ 牧田 和弥 日高 門別山際牧場 446＋ 81：26．3� 17．3�
44 ミルキーシャワー 牝2芦 54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 426＋ 81：26．61� 153．7
33 ラ キ ッ シ ュ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 510± 01：27．13 17．5�
56 キープアドーラブル 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈髙嶋 航氏 寺島 良 新ひだか 矢野牧場 B460－10 〃 アタマ 17．8�
710 ミ ュ ラ ー 牡2栗 54

52 △松本 大輝サイプレスホール
ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 中田 浩美 438－ 2 〃 アタマ 26．4�
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売 得 金
単勝： 33，701，300円 複勝： 46，428，500円 枠連： 9，044，200円
馬連： 48，196，500円 馬単： 22，810，100円 ワイド： 47，895，600円
3連複： 76，720，400円 3連単： 77，909，300円 計： 362，705，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 560円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，470円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 27，140円

票 数

単勝票数 計 337013 的中 � 56892（2番人気）
複勝票数 計 464285 的中 � 76831（2番人気）� 124876（1番人気）� 13644（11番人気）
枠連票数 計 90442 的中 （5－6） 12069（2番人気）
馬連票数 計 481965 的中 �� 55284（1番人気）
馬単票数 計 228101 的中 �� 11587（2番人気）
ワイド票数 計 478956 的中 �� 44404（1番人気）�� 7808（23番人気）�� 5418（33番人気）
3連複票数 計 767204 的中 ��� 8520（21番人気）
3連単票数 計 779093 的中 ��� 2081（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．3―47．2―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 ・（2，7，11）12，5（1，9）8（10，4，6）＝3 4 ・（2，7）11（5，12）－9（1，8）（4，6）10＝3

勝馬の
紹 介

エミサキホコル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．6．25 阪神5着

2020．3．20生 牡2黒鹿 母 アルテミスハート 母母 ムーンレディ 3戦1勝 賞金 5，900，000円

26002 9月10日 晴 稍重 （4中京5） 第1日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・左）

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
1：59．8
1：58．5

良
良

88 チャンスザローゼス 牡2鹿 54 川田 将雅藤田 晋氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480－ 42：01．4 1．2�
22 トーホウガレオン 牡2鹿 54 福永 祐一東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：02．03� 6．4�
44 メイショウコジロウ 牡2鹿 54 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 490－ 82：02．21� 71．4�
77 � トリプルループ 牝2鹿 54 岩田 康誠松島 一晃氏 森 秀行 米 Mt. Brilliant

Broodmares I, LLC 490＋ 22：02．31 22．9�
33 エイシンレジューム 牡2黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高野牧場 490＋ 22：02．4� 9．7�
11 サザンショア 牝2鹿 54 �島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 412＋ 22：02．61� 38．2	
55 ワンダーミズキ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 大島牧場 390± 02：02．91� 19．9

66 キ リ ン ジ 牡2鹿 54 西村 淳也岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 480－ 22：03．85 67．6�
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売 得 金
単勝： 51，591，200円 複勝： 138，243，500円 枠連： 発売なし
馬連： 50，134，600円 馬単： 36，734，000円 ワイド： 49，185，100円
3連複： 61，457，700円 3連単： 173，738，100円 計： 561，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 110円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 890円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 515912 的中 � 338980（1番人気）
複勝票数 計1382435 的中 � 1065095（1番人気）� 121854（2番人気）� 15145（8番人気）
馬連票数 計 501346 的中 �� 180520（1番人気）
馬単票数 計 367340 的中 �� 101498（1番人気）
ワイド票数 計 491851 的中 �� 165002（1番人気）�� 9913（12番人気）�� 4325（18番人気）
3連複票数 計 614577 的中 ��� 18590（9番人気）
3連単票数 計1737381 的中 ��� 21220（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．4―12．3―12．9―12．6―12．1―11．6―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―37．1―49．4―1：02．3―1：14．9―1：27．0―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

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

2
4

・（5，7）2，3，4（1，8）－6・（7，5）（3，2）（1，4）8＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チャンスザローゼス �

父 エピファネイア �


母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．6．26 阪神2着

2020．1．29生 牡2鹿 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 2戦1勝 賞金 8，000，000円

第５回 中京競馬 第１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



26003 9月10日 晴 稍重 （4中京5） 第1日 第3競走 ��1，400�2歳新馬
発走10時55分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．1

良
良

77 � テ ィ ニ ア 牡2黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 愛 North Hills
Co. Ltd 476 ―1：22．2 1．5�

33 カシノインディード 牡2鹿 54 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 442 ―1：22．41� 30．4�
88 ジークシュベルト 牡2鹿 54 藤岡 康太ライオンレースホース� 高橋 義忠 浦河 谷口牧場 436 ―1：22．71� 29．6�
55 ナムラデュラン �2鹿 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 456 ―1：23．02 5．4�
66 エイユーマックス 牡2青鹿54 菱田 裕二笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 466 ― 〃 アタマ 13．0�
89 マ ク ギ リ ス 牡2鹿 54 松山 弘平増田 和啓氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 456 ―1：23．32 23．8	
44 タイガーミノル 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 474 ― 〃 アタマ 55．6

22 ロードフォンス 牡2鹿 54 西村 淳也 �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 456 ―1：24．04 6．2�
11 � エコロディアナ 牝2黒鹿 54

52 △松本 大輝原村 正紀氏 森 秀行 米 Breed
First LLC 454 ―1：24．1� 26．2�
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売 得 金
単勝： 41，009，000円 複勝： 98，285，900円 枠連： 6，449，300円
馬連： 37，701，400円 馬単： 28，527，200円 ワイド： 32，062，400円
3連複： 52，490，200円 3連単： 109，551，100円 計： 406，076，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 430円 � 430円 枠 連（3－7） 3，110円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 700円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 13，260円 3 連 単 ��� 42，970円

票 数

単勝票数 計 410090 的中 � 207898（1番人気）
複勝票数 計 982859 的中 � 736715（1番人気）� 16151（7番人気）� 15980（8番人気）
枠連票数 計 64493 的中 （3－7） 1602（10番人気）
馬連票数 計 377014 的中 �� 8973（11番人気）
馬単票数 計 285272 的中 �� 5647（13番人気）
ワイド票数 計 320624 的中 �� 8060（12番人気）�� 12366（7番人気）�� 1458（34番人気）
3連複票数 計 524902 的中 ��� 2967（37番人気）
3連単票数 計1095511 的中 ��� 1848（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．5―47．6―59．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テ ィ ニ ア 
�
父 Frankel 

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2020．5．2生 牡2黒鹿 母 Follow a Dream 母母 Dream of Summer 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26004 9月10日 晴 不良 （4中京5） 第1日 第4競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・左）

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
1：54．7
1：53．7

重
不良

22 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿54 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 458± 01：57．4 9．1�
812 キングリスティア �6青 57 菱田 裕二廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 518＋ 41：57．72 33．5�
68 イシュタルゲート 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B526＋121：57．8� 20．7�
33 サイモンメガライズ 牡4鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B506＋ 2 〃 ハナ 5．9�
67 プリモスペランツァ 牡3栗 54

51 ▲角田 大河伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 482－ 61：58．01� 3．0�
710 マッハモンルード 牝4栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512＋181：58．21� 5．0	
44 ソルトゴールド 牡3栗 54 幸 英明杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 514＋12 〃 ハナ 5．9

55 リリーアロー 牡3鹿 54 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B502＋ 81：58．41 41．0�
56 � シャープレシオ 牡5黒鹿57 菅原 明良青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 472＋ 4 〃 クビ 46．8�
811 アストゥーリアス 牡5栗 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 476＋ 41：59．35 146．6
11 チェンジザワールド 牡3栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 508± 01：59．4� 8．6�
79 テーオークレール 牡3鹿 54 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 B472－ 11：59．82� 27．0�
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売 得 金
単勝： 38，494，100円 複勝： 61，658，500円 枠連： 10，011，200円
馬連： 61，185，200円 馬単： 25，432，200円 ワイド： 62，172，300円
3連複： 96，807，200円 3連単： 98，397，600円 計： 454，158，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 270円 � 850円 � 580円 枠 連（2－8） 9，230円

馬 連 �� 13，230円 馬 単 �� 22，890円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，150円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 49，960円 3 連 単 ��� 283，080円

票 数

単勝票数 計 384941 的中 � 33822（6番人気）
複勝票数 計 616585 的中 � 67798（5番人気）� 17364（10番人気）� 26726（8番人気）
枠連票数 計 100112 的中 （2－8） 840（27番人気）
馬連票数 計 611852 的中 �� 3582（37番人気）
馬単票数 計 254322 的中 �� 833（69番人気）
ワイド票数 計 621723 的中 �� 5125（36番人気）�� 7525（28番人気）�� 3593（44番人気）
3連複票数 計 968072 的中 ��� 1453（118番人気）
3連単票数 計 983976 的中 ��� 252（648番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．5―13．3―13．3―11．9―11．9―12．1―12．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―29．9―43．2―56．5―1：08．4―1：20．3―1：32．4―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．1
1
3
4，9（1，5）（3，6，10）（2，8，7）－12，11
12（4，9）（1，5）10（3，6，8，7）2，11

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

勝馬の
紹 介

ナムラダイゴロー �
�
父 シビルウォー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．10．30 阪神5着

2019．3．2生 牡3黒鹿 母 ナムラココロ 母母 ネクストタイム 11戦2勝 賞金 22，380，000円



26005 9月10日 晴 稍重 （4中京5） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

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
1：33．1
1：32．3

良
良

55 スマートジェイナ 牝2芦 54
50 ★今村 聖奈大川 徹氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 442 ―1：37．7 1．5�

22 サーマルソアリング 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482 ―1：37．81 5．9�

77 マテンロウウェイ 牝2黒鹿54 川田 将雅寺田千代乃氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476 ―1：38．01� 4．1�
33 ワカタツフェイス 牝2青鹿54 菱田 裕二 STレーシング 森田 直行 浦河 猿橋 義昭 446 ―1：38．21� 23．9�
88 ミ カ ヅ キ 牝2青鹿54 藤岡 康太 �インゼルレーシング 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 462 ―1：38．3� 22．3	
44 クリノジルバ 牝2鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 上井農場 382 ―1：38．83 127．0

11 リ ト ル ミ ム 牝2栗 54 幸 英明栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 506 ―1：39．22� 13．2�
66 バ ズ ッ チ 牝2芦 54 酒井 学高橋 宏弥氏 小林 真也 日高 碧雲牧場 462 ―1：39．51� 110．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 58，844，800円 複勝： 63，396，100円 枠連： 発売なし
馬連： 49，057，600円 馬単： 32，467，100円 ワイド： 34，366，800円
3連複： 58，871，000円 3連単： 149，210，900円 計： 446，214，300円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 220円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，050円

票 数

単勝票数 計 588448 的中 � 296722（1番人気）
複勝票数 計 633961 的中 � 389726（1番人気）� 56394（3番人気）� 87550（2番人気）
馬連票数 計 490576 的中 �� 97563（2番人気）
馬単票数 計 324671 的中 �� 47684（2番人気）
ワイド票数 計 343668 的中 �� 53120（2番人気）�� 72500（1番人気）�� 32722（3番人気）
3連複票数 計 588710 的中 ��� 137682（1番人気）
3連単票数 計1492109 的中 ��� 102990（2番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―12．6―12．7―12．7―12．2―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．4―25．4―38．0―50．7―1：03．4―1：15．6―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

スマートジェイナ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．3．6生 牝2芦 母 スマートレイアー 母母 スノースタイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26006 9月10日 晴 不良 （4中京5） 第1日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 タイセイエピソード 牡3栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：51．2 4．7�
44 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿57 森 裕太朗小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 474－ 61：51．3� 6．5�
810� ス キ ピ オ 牡4青鹿 57

54 ▲川端 海翼 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 日高 豊洋牧場 480－ 81：51．72� 3．7�

77 タガノバルコス 牡3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470± 01：52．12� 10．9�

22 ソウルユニバンス �5黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472± 01：52．2� 40．4�
89 クラップサンダー 牡3鹿 54 吉田 隼人深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 454＋ 61：52．41	 4．7	
78 ブラックラテ 牡4黒鹿57 �島 克駿 
サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：52．71� 50．5�
33 マルモルーラー 牡4黒鹿57 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 522＋ 21：52．8クビ 6．3�
66 メイショウタイゲイ 牡3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 448＋ 81：53．11� 13．9
11 デームフォーチュン 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 8 〃 クビ 22．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，219，000円 複勝： 63，217，100円 枠連： 10，252，900円
馬連： 63，003，900円 馬単： 25，577，600円 ワイド： 56，657，300円
3連複： 90，168，700円 3連単： 109，104，700円 計： 462，201，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（4－5） 1，580円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 442190 的中 � 74453（3番人気）
複勝票数 計 632171 的中 � 86254（3番人気）� 78520（5番人気）� 138084（1番人気）
枠連票数 計 102529 的中 （4－5） 5016（7番人気）
馬連票数 計 630039 的中 �� 35888（4番人気）
馬単票数 計 255776 的中 �� 7086（10番人気）
ワイド票数 計 566573 的中 �� 30084（4番人気）�� 27776（6番人気）�� 25966（8番人気）
3連複票数 計 901687 的中 ��� 31703（5番人気）
3連単票数 計1091047 的中 ��� 5902（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．9―12．8―11．7―11．9―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―38．4―51．2―1：02．9―1：14．8―1：27．0―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイエピソード �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．14 小倉5着

2019．5．25生 牡3栗 母 ラストメッセージ 母母 フェニックスバード 11戦2勝 賞金 18，970，000円



26007 9月10日 晴 不良 （4中京5） 第1日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

55 ク レ ア 牝3鹿 53 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 518＋ 21：09．4レコード 3．8�
11 メイショウサトワ 牡4黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 B510－ 81：10．25 34．1�
66 テイエムランウェイ 牡3栗 55 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 470－121：10．62� 11．7�
44 ケイティレインボー 牡3青鹿55 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B476＋ 21：10．7� 4．6�
810 ラブリアージェ 牝3栗 53

52 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 456＋ 41：10．91� 81．3�

78 � ロードドミニオン �5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 8 〃 ハナ 11．5	
79 ヤマイチエスポ 牝3鹿 53 古川 吉洋森 和久氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 456－141：11．0クビ 25．1

811 デルマヤクシ 牡4栗 57

53 ★今村 聖奈浅沼 廣幸氏 田中 克典 日高 白井牧場 464＋ 21：11．21� 3．8�
22 � スマートブリーズ �4鹿 57

54 ▲角田 大河大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 520＋ 21：11．3� 10．1�
33 ベゼドランジュ 牝4栗 55

54 ☆小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B504－ 41：11．5� 128．7

67 ストームゾーン 牡3鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B502－ 81：13．3大差 6．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，015，100円 複勝： 50，409，600円 枠連： 10，556，300円
馬連： 64，503，800円 馬単： 26，125，900円 ワイド： 53，392，900円
3連複： 93，828，700円 3連単： 104，830，200円 計： 446，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 720円 � 440円 枠 連（1－5） 3，700円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，090円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 26，020円 3 連 単 ��� 129，690円

票 数

単勝票数 計 430151 的中 � 88306（2番人気）
複勝票数 計 504096 的中 � 102930（1番人気）� 14913（9番人気）� 26222（7番人気）
枠連票数 計 105563 的中 （1－5） 2209（15番人気）
馬連票数 計 645038 的中 �� 8353（23番人気）
馬単票数 計 261259 的中 �� 2477（38番人気）
ワイド票数 計 533929 的中 �� 6740（26番人気）�� 12918（17番人気）�� 3160（38番人気）
3連複票数 計 938287 的中 ��� 2704（74番人気）
3連単票数 計1048302 的中 ��� 586（393番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．7―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ア �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2021．12．18 阪神1着

2019．5．19生 牝3鹿 母 バ ル ビ ー ナ 母母 ストーミーマターズ 4戦2勝 賞金 14，700，000円
〔発走状況〕 ストームゾーン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

26008 9月10日 晴 稍重 （4中京5） 第1日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

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
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ブラックシールド 牡3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：02．1 2．5�
22 ホウオウバニラ 牝3栗 52 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 430＋18 〃 クビ 4．4�
55 サンライズエース 牡3黒鹿54 �島 克駿�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 488± 02：02．31� 4．0�
66 テーオーソロス 牡4青鹿 57

53 ★今村 聖奈小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460－ 22：02．4クビ 16．5�
33 キタサンシンドー 牝4黒鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 アタマ 68．0	
810� モンゴリアンキング 牡3鹿 54 北村 友一吉田 千津氏 安田 隆行 英 Shadai Farm 486＋102：02．5クビ 9．4

89 サトノマジェスタ 牡4青鹿57 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 8．2�
77 シゲルローズマリー 牡3青鹿54 西村 淳也森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470＋ 62：02．6クビ 19．8�
78 カ ツ コ 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大河武田 修氏 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 2 〃 クビ 47．6
44 テイケイアンジェ 牝3鹿 52 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474－ 62：02．91� 257．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，569，500円 複勝： 65，906，700円 枠連： 12，261，200円
馬連： 70，409，700円 馬単： 34，832，700円 ワイド： 60，790，300円
3連複： 103，568，200円 3連単： 148，685，000円 計： 547，023，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－2） 650円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 230円 �� 190円 �� 320円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 505695 的中 � 161652（1番人気）
複勝票数 計 659067 的中 � 204594（1番人気）� 96363（3番人気）� 135398（2番人気）
枠連票数 計 122612 的中 （1－2） 14546（3番人気）
馬連票数 計 704097 的中 �� 86502（2番人気）
馬単票数 計 348327 的中 �� 20973（4番人気）
ワイド票数 計 607903 的中 �� 65157（2番人気）�� 91124（1番人気）�� 42852（4番人気）
3連複票数 計1035682 的中 ��� 100359（1番人気）
3連単票数 計1486850 的中 ��� 30665（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．1―12．9―12．9―12．9―12．0―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．6―50．5―1：03．4―1：16．3―1：28．3―1：39．5―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ブラックシールド �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 阪神3着

2019．2．23生 牡3鹿 母 ゴールドエッセンス 母母 ドバイマジェスティ 8戦2勝 賞金 24，800，000円
〔制裁〕 カツコ号の騎手角田大河は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）



26009 9月10日 晴 重 （4中京5） 第1日 第9競走 ��1，800�
に っ し ん

日 進 特 別
発走14時25分 （ダート・左）

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
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

69 メイショウユズルハ 牡3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B486＋ 21：49．6 1．4�
33 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 �島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514± 01：50．77 9．0�
710 クリノナイスガイ �5栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 468＋ 41：50．8クビ 17．9�
45 キングダムウイナー 牡5鹿 57 団野 大成ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム B498＋161：50．9クビ 12．4�
11 ロジカルガール 牝6栗 55 松本 大輝平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 480－101：51．11� 89．7	
812 スズカルビコン 牡4栗 57 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B516＋ 41：51．2	 29．4

56 シゲルバクハツ 牡4栗 57 福永 祐一森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 61：51．3
 6．4�
22 ラグラスドシエル 牝4黒鹿55 松山 弘平 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 458＋ 41：51．41 28．4�
68 ワキノクイーン 牝4鹿 55 荻野 極脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 462－ 21：51．5
 116．4
44 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55 菅原 明良 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－121：51．82 164．9�
711 クリノカポネ �7鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：52．54 204．5�
813 レッドブロンクス 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 494－ 21：52．81	 25．9�
57 カ サ デ ガ 牡4芦 57 今村 聖奈杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 450－121：53．54 32．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，810，000円 複勝： 120，696，100円 枠連： 17，013，900円
馬連： 96，283，800円 馬単： 48，333，600円 ワイド： 82，906，100円
3連複： 153，031，600円 3連単： 212，864，400円 計： 783，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 250円 枠 連（3－6） 590円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 528100 的中 � 286497（1番人気）
複勝票数 計1206961 的中 � 724160（1番人気）� 91994（3番人気）� 51893（5番人気）
枠連票数 計 170139 的中 （3－6） 22144（2番人気）
馬連票数 計 962838 的中 �� 132921（2番人気）
馬単票数 計 483336 的中 �� 53313（2番人気）
ワイド票数 計 829061 的中 �� 90973（2番人気）�� 46855（4番人気）�� 16907（13番人気）
3連複票数 計1530316 的中 ��� 53214（7番人気）
3連単票数 計2128644 的中 ��� 31541（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．1―12．5―11．9―11．8―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．2―49．7―1：01．6―1：13．4―1：25．5―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
8（9，10）（2，12，13）3－（1，6）（5，11）7－4・（8，9）10（2，12，3，13）（5，6）（1，7）11－4

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

勝馬の
紹 介

メイショウユズルハ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．9．18 中京10着

2019．5．6生 牡3鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 10戦3勝 賞金 42，928，000円

26010 9月10日 晴 稍重 （4中京5） 第1日 第10競走 ��2，200�ムーンライトハンデキャップ
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．11以降R4．9．4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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

79 レインカルナティオ 牡5鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：11．9 3．9�
67 オールザワールド 牡5鹿 55 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 9．4�
710 ヒシゲッコウ �6黒鹿54 藤岡 佑介阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－162：12．0� 53．9�
812 スタッドリー 牡4鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 62：12．1� 3．5�
22 マイネルコロンブス 牡5鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 470± 02：12．41� 79．3	
33 ウィンドリッパー 牡4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：12．61� 8．9

11 キングスタイル 牝5黒鹿52 浜中 俊廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 424± 02：12．7� 9．1�
56 ジョウショームード 牡6黒鹿50 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 442＋ 4 〃 クビ 127．4�
55 ロールオブサンダー 牡5栗 56 松山 弘平桑畑 信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 500－122：12．91� 4．4�
811 ダノンセレスタ 牡5青鹿55 団野 大成�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：13．43 10．0�
68 エンスージアズム 牝4鹿 53 横山 典弘吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B436＋ 22：14．46 38．7�

（11頭）
44 ウインリブルマン 牡4栗 55 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 60，113，900円 複勝： 84，944，400円 枠連： 20，232，400円
馬連： 119，757，300円 馬単： 48，539，800円 ワイド： 95，709，500円
3連複： 178，742，700円 3連単： 210，520，300円 計： 818，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 250円 � 1，050円 枠 連（6－7） 1，270円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，160円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 27，530円 3 連 単 ��� 94，150円

票 数

単勝票数 差引計 601139（返還計 3185） 的中 � 122845（2番人気）
複勝票数 差引計 849444（返還計 3093） 的中 � 155807（2番人気）� 90314（4番人気）� 16002（9番人気）
枠連票数 差引計 202324（返還計 2597） 的中 （6－7） 12309（6番人気）
馬連票数 差引計1197573（返還計 19223） 的中 �� 53755（8番人気）
馬単票数 差引計 485398（返還計 7551） 的中 �� 13580（11番人気）
ワイド票数 差引計 957095（返還計 9631） 的中 �� 39352（10番人気）�� 7584（25番人気）�� 4689（34番人気）
3連複票数 差引計1787427（返還計 41727） 的中 ��� 4868（61番人気）
3連単票数 差引計2105203（返還計 51133） 的中 ��� 1621（267番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―10．8―12．3―12．2―12．6―13．0―12．6―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．1―33．9―46．2―58．4―1：11．0―1：24．0―1：36．6―1：48．5―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインカルナティオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．6．23 東京5着

2017．1．27生 牡5鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 17戦4勝 賞金 68，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ウインリブルマン号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。



26011 9月10日 晴 重 （4中京5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・左）
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54�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
54�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）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 チェーンオブラブ 牝5栗 54 菅原 明良前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 41：21．6 4．9�

36 アーバンイェーガー 牡8黒鹿56 菱田 裕二村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 514＋ 2 〃 ハナ 140．1�
24 メイショウテンスイ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 528＋101：21．7クビ 89．4�
12 	 ピ ン シ ャ ン 牡5栗 58 松山 弘平冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 474± 01：21．8
 9．3�
35 	 イモータルスモーク 牡5鹿 56 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

518＋ 6 〃 ハナ 132．9�
48 オーヴァーネクサス 牡5鹿 56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 502＋ 4 〃 クビ 25．1	
816 ボンディマンシュ �6黒鹿56 藤岡 佑介 
シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494± 01：22．54 8．6�
611 メイショウウズマサ 牡6黒鹿57 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 502± 01：22．6クビ 4．3�
713 イ バ ル 牡5青鹿56 松若 風馬ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 502－ 81：22．7� 18．6
815 ヴァニラアイス 牝6鹿 54 幸 英明
ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 8 〃 アタマ 6．2�
47 シゲルホサヤク 牡4鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 478－ 2 〃 クビ 10．6�
612 スワーヴシャルル 牡6黒鹿56 岩田 康誠�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478－ 61：23．44 41．1�
714 ノンライセンス 牝6黒鹿55 松田 大作黒川 暁子氏 松永 幹夫 平取 船越 伸也 478＋ 81：23．5クビ 11．1�
510 スリーグランド 牡5栗 57 今村 聖奈永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 478＋ 61：23．6� 17．7�
23  ボンボンショコラ 牝5黒鹿54 �島 克駿田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 480－ 21：24．02� 74．7�
59 エングレーバー 牡6鹿 56 藤岡 康太 
キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448－101：24．21� 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，221，700円 複勝： 168，967，200円 枠連： 77，973，800円
馬連： 302，200，900円 馬単： 99，613，300円 ワイド： 240，233，000円
3連複： 553，437，500円 3連単： 535，401，800円 計： 2，084，049，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 2，320円 � 1，830円 枠 連（1－3） 8，040円

馬 連 �� 39，740円 馬 単 �� 51，240円

ワ イ ド �� 9，970円 �� 7，560円 �� 38，310円

3 連 複 ��� 486，030円 3 連 単 ��� 2，396，080円

票 数

単勝票数 計1062217 的中 � 170837（2番人気）
複勝票数 計1689672 的中 � 259326（2番人気）� 16551（15番人気）� 21211（13番人気）
枠連票数 計 779738 的中 （1－3） 7511（22番人気）
馬連票数 計3022009 的中 �� 5892（79番人気）
馬単票数 計 996133 的中 �� 1458（134番人気）
ワイド票数 計2402330 的中 �� 6229（78番人気）�� 8231（68番人気）�� 1612（115番人気）
3連複票数 計5534375 的中 ��� 854（458番人気）
3連単票数 計5354018 的中 ��� 162（2548番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―10．9―11．5―11．7―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―33．6―45．1―56．8―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 ・（3，4）（11，15）（2，14，12）（6，7，16）8（5，9，10）－（1，13） 4 ・（3，4）（11，15）2（14，12）（6，7，16）8（5，9）（1，13，10）

勝馬の
紹 介

チェーンオブラブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2019．8．18 新潟2着

2017．4．15生 牝5栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 20戦3勝 賞金 79，217，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 オーヴァーネクサス号の騎手北村友一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過
怠金10，000円。（被害馬：14番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 イーサンパンサー号・エンプティチェア号・ガンケン号・コパノマーキュリー号・コラルノクターン号・

シゲルタイタン号・シセイヒテン号・スマートリアン号・デュアライズ号・ハギノアレグリアス号・
パーティナシティ号・プリマジア号・ミスズグランドオー号・メイショウギガース号・レザネフォール号・
ロードエクレール号

26012 9月10日 晴 重 （4中京5） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

12 ラインガルーダ 牡5鹿 57
56 ☆小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 466－ 21：09．1レコード 31．3�

35 スカーレットジンク 牡4芦 57
54 ▲角田 大河�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：09．95 73．2�

23 テキサスフィズ 牝3鹿 53
51 △松本 大輝 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋121：10．11� 9．9�

11 タイセイグラシア 牝4黒鹿 55
51 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460＋ 61：10．2クビ 55．9�

36 ケイサンフリーゼ 牝4青 55 松若 風馬中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 482± 01：10．3� 9．4�
59 ハクサンライラック 牝6栗 55 岩田 康誠河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 502＋ 21：10．4	 26．4	
24 エスシーミホーク 
5鹿 57 酒井 学工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 472－ 41：10．5クビ 75．2

714 ファーンヒル 牡3黒鹿55 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 466± 01：10．6� 2．2�
815 カフジエニアゴン 牝3栗 53 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 500＋101：10．81� 5．3
612 バーニングソウル 牝5芦 55 松山 弘平服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 420－ 61：11．01 20．9�
713 ルヴァンヴェール 
5鹿 57 菅原 明良 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B490－ 81：11．32 55．1�
611 ブルースコード 牡4黒鹿57 福永 祐一 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482＋ 2 〃 クビ 7．5�
48 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 466＋12 〃 アタマ 133．2�
47 コ ラ ー ド 牡7芦 57

54 ▲川端 海翼名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 B492＋ 41：11．51� 287．9�
816 カネコメシスター 牝3栗 53 斎藤 新髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 480－ 41：11．6	 13．4�
510� エ ヴ ァ ン 牡5鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B474＋ 81：12．34 112．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 95，642，600円 複勝： 133，061，500円 枠連： 32，697，600円
馬連： 165，215，500円 馬単： 64，469，900円 ワイド： 157，353，500円
3連複： 281，840，000円 3連単： 312，294，300円 計： 1，242，574，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 880円 � 1，560円 � 390円 枠 連（1－3） 6，420円

馬 連 �� 52，950円 馬 単 �� 96，310円

ワ イ ド �� 12，770円 �� 3，230円 �� 7，990円

3 連 複 ��� 93，690円 3 連 単 ��� 788，890円

票 数

単勝票数 計 956426 的中 � 24380（9番人気）
複勝票数 計1330615 的中 � 38689（9番人気）� 21081（13番人気）� 98526（4番人気）
枠連票数 計 326976 的中 （1－3） 3947（22番人気）
馬連票数 計1652155 的中 �� 2418（79番人気）
馬単票数 計 644699 的中 �� 502（147番人気）
ワイド票数 計1573535 的中 �� 3160（81番人気）�� 12716（32番人気）�� 5068（63番人気）
3連複票数 計2818400 的中 ��� 2256（197番人気）
3連単票数 計3122943 的中 ��� 287（1321番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．3―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．6―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインガルーダ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バ ゴ デビュー 2019．8．3 小倉4着

2017．4．9生 牡5鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 14戦3勝 賞金 34，694，000円
〔制裁〕 タイセイグラシア号の騎手古川奈穂は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

スカーレットジンク号の騎手角田大河は，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：1番・
15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。
（非抽選馬） 3頭 クリノカサット号・コウバコ号・マルモリスペシャル号



（4中京5）第1日 9月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 136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

233，940，000円
8，210，000円
28，540，000円
1，290，000円
29，580，000円
62，378，000円
3，740，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
676，232，200円
1，095，215，100円
206，492，800円
1，127，650，200円
493，463，400円
972，724，800円
1，800，963，900円
2，242，507，700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 8，615，250，100円

総入場人員 6，528名 （有料入場人員 6，230名）
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