
26025 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3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

66 ド ラ イ グ 牡2鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 白井牧場 460－ 81：27．4 8．5�
22 フォーサイティド 牝2鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：27．5� 2．6�
810 コパノスタンリー 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 458－101：27．92� 83．3�
77 シゲルタイムフライ 牡2芦 54

50 ★永島まなみ森中 蕃氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 446－ 41：28．53� 59．7�
89 ヨシノレジェンド 牝2栗 54 富田 暁清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 378± 01：28．6� 119．5�
55 ヨウシタンレイ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 452＋ 21：28．7� 1．9�
44 アカリチャン 牝2黒鹿54 酒井 学北側 雅勝氏 長谷川浩大 日高 株式会社

目黒牧場 440＋ 61：29．33� 92．4	
11 アパラージタ 牡2黒鹿 54

53 ☆角田 大和田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 410－ 41：29．4� 80．3

33 エースオブスペーズ 牡2鹿 54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田 猛 452＋ 21：29．72 9．5�
78 アリアージュ 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河 �グリーンファーム加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 446± 01：31．29 96．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，344，300円 複勝： 83，451，100円 枠連： 7，474，500円
馬連： 43，340，800円 馬単： 29，492，000円 ワイド： 37，739，400円
3連複： 67，872，100円 3連単： 131，079，100円 計： 439，793，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 320円 � 130円 � 1，040円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，810円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 26，410円

票 数

単勝票数 計 393443 的中 � 38942（3番人気）
複勝票数 計 834511 的中 � 56133（4番人気）� 251225（2番人気）� 14194（6番人気）
枠連票数 計 74745 的中 （2－6） 8292（2番人気）
馬連票数 計 433408 的中 �� 48945（2番人気）
馬単票数 計 294920 的中 �� 10789（7番人気）
ワイド票数 計 377394 的中 �� 31570（3番人気）�� 3159（22番人気）�� 7786（9番人気）
3連複票数 計 678721 的中 ��� 11556（12番人気）
3連単票数 計1310791 的中 ��� 3597（67番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．5―12．3―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：00．8―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ラ イ グ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．8．28 小倉6着

2020．3．19生 牡2鹿 母 ラヴィーゲラン 母母 メガミゲラン 2戦1勝 賞金 5，200，000円

26026 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20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
1：51．2
1：50．9

重
不良

33 ゴ ラ イ コ ウ 牡2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 新谷 功一 新ひだか 坂本 智広 B500＋ 61：55．6 3．7�
22 ダイメイセブン 牡2栗 54 藤岡 康太宮本 昇氏 本田 優 日高 出口牧場 478＋ 21：56．13 8．2�
11 レッドマグナス 牡2鹿 54 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 478－121：57．16 10．8�
77 � ワインワインレッド 牡2栗 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc & Stretch
Run Ventures, LLC

510± 01：58．05 2．1�
44 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 508－ 21：58．21� 30．7	
55 ヨドノストロング 牡2鹿 54 国分 優作海原 聖一氏 大根田裕之 浦河 林農場 466＋ 61：58．51� 65．2

66 ファビーニョ 牡2鹿 54 団野 大成吉田 和美氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B530－ 81：58．71� 24．2�
88 マ ー レ イ ン 牝2栗 54 秋山真一郎今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 466－ 6 〃 アタマ 6．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，628，600円 複勝： 37，185，100円 枠連： 発売なし
馬連： 42，279，000円 馬単： 25，279，300円 ワイド： 35，062，600円
3連複： 51，617，500円 3連単： 100，400，400円 計： 333，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 210円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 330円 �� 640円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 10，180円

票 数

単勝票数 計 416286 的中 � 93614（2番人気）
複勝票数 計 371851 的中 � 77560（2番人気）� 41364（4番人気）� 35829（5番人気）
馬連票数 計 422790 的中 �� 28590（5番人気）
馬単票数 計 252793 的中 �� 9604（7番人気）
ワイド票数 計 350626 的中 �� 29500（4番人気）�� 13582（8番人気）�� 9794（14番人気）
3連複票数 計 516175 的中 ��� 14453（11番人気）
3連単票数 計1004004 的中 ��� 7148（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．3―39．0―52．1―1：05．0―1：17．8―1：30．2―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ラ イ コ ウ 
�
父 ホッコータルマエ 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．8．20 小倉2着

2020．4．4生 牡2鹿 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 マーレイン号は，発進不良〔出遅れ〕。

第５回 中京競馬 第３日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



26027 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走10時50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
1：33．1
1：32．3

良
良

814 ショウナンアレクサ 牡2鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478－ 61：34．2 2．2�
45 マイネルメモリー 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：34．3� 4．9�
711 シャドウフューリー 牡2栗 54 松山 弘平飯塚 知一氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 460＋ 21：34．72� 35．0�
712 メ ア リ ー 牝2鹿 54 団野 大成平井 裕氏 浜田多実雄 新ひだか 静内山田牧場 468± 0 〃 クビ 104．1�
58 セレスティアリティ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 446＋101：34．8� 6．5	
69 リヤンドメテオール 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466＋ 61：34．9クビ 5．3

610 モズマーカッシン 牡2黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 440＋101：35．0� 17．8�
57 ローゼンカヴァリエ 牡2芦 54 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：35．1� 50．4�
22 カ ン ノ ー リ 牝2鹿 54 富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 442－ 6 〃 アタマ 114．4
33 サトノラピス 牝2鹿 54 北村 友一 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 6 〃 ハナ 78．0�
34 モノクロームスター 牡2鹿 54 吉田 隼人星加 浩一氏 今野 貞一 浦河 谷川牧場 480＋101：35．42 61．3�
46 ダイヤノジャック 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋101：36．25 29．4�
813 ビッグベルーガ 牡2芦 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462－ 61：36．94 258．1�
11 リグレイアー 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 468－ 4 〃 クビ 117．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，267，100円 複勝： 86，244，100円 枠連： 13，629，100円
馬連： 68，534，400円 馬単： 28，617，400円 ワイド： 65，574，500円
3連複： 104，728，000円 3連単： 114，526，200円 計： 528，120，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 510円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，050円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 462671 的中 � 173758（1番人気）
複勝票数 計 862441 的中 � 301129（1番人気）� 159302（2番人気）� 23397（6番人気）
枠連票数 計 136291 的中 （4－8） 20112（2番人気）
馬連票数 計 685344 的中 �� 98854（2番人気）
馬単票数 計 286174 的中 �� 24914（2番人気）
ワイド票数 計 655745 的中 �� 69515（1番人気）�� 14920（10番人気）�� 8308（16番人気）
3連複票数 計1047280 的中 ��� 20855（8番人気）
3連単票数 計1145262 的中 ��� 7861（27番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．9―12．3―11．7―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．0―35．9―48．2―59．9―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアレクサ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Oratorio デビュー 2022．8．13 新潟2着

2020．2．29生 牡2鹿 母 エ セ ン テ ペ 母母 Mythie 2戦1勝 賞金 8，000，000円

26028 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第4競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走11時20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 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508± 01：59．4 3．6�

66 ハギノロックオン 牡3黒鹿 54
50 ★今村 聖奈日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 502＋ 21：59．61� 1．9�

67 ウ ラ エ ウ ス 牡4青 57
54 ▲角田 大河吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B478＋ 61：59．7� 8．3�

44 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 54 �島 克駿石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532＋ 41：59．8� 6．1�
55 ダノンピーカブー 牡3芦 54 幸 英明�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋102：00．33 11．0�
33 ワールドハート 牡3黒鹿54 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 438＋142：00．4アタマ 94．7	
79 スズカワールド 牡3黒鹿54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 502± 02：00．5� 66．7

11 メイショウシヅキ 牡3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 464± 0 〃 クビ 196．3�
78 � レッドヴァイス 	4芦 57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 52：00．81� 52．9�
810 ドンシャーク 牡3鹿 54

52 △松本 大輝山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B486－ 22：02．07 28．9
811 ブリヨンカズマ 牡3芦 54 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B506－142：02．64 124．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，800，500円 複勝： 58，000，900円 枠連： 9，383，700円
馬連： 55，779，900円 馬単： 29，610，200円 ワイド： 54，834，300円
3連複： 86，978，200円 3連単： 124，388，800円 計： 464，776，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 210円 �� 490円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 458005 的中 � 100874（2番人気）
複勝票数 計 580009 的中 � 131067（2番人気）� 176252（1番人気）� 53314（5番人気）
枠連票数 計 93837 的中 （2－6） 20169（1番人気）
馬連票数 計 557799 的中 �� 99724（1番人気）
馬単票数 計 296102 的中 �� 21741（3番人気）
ワイド票数 計 548343 的中 �� 78476（1番人気）�� 25421（7番人気）�� 37320（4番人気）
3連複票数 計 869782 的中 ��� 54314（4番人気）
3連単票数 計1243888 的中 ��� 16073（15番人気）

ハロンタイム 7．6―11．5―11．7―13．2―12．9―12．3―12．1―12．1―12．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．1―30．8―44．0―56．9―1：09．2―1：21．3―1：33．4―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ン バ ラ �
�
父 ワンアンドオンリー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．9 阪神3着

2019．5．4生 牡3黒鹿 母 アンシャンタン 母母 Celtic Melody 9戦1勝 賞金 20，500，000円



26029 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時10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
1：08．4
1：07．5

良
良

33 トレンディスター 牝2鹿 54 川田 将雅水谷 美穂氏 高柳 大輔 日高 船越牧場 494 ―1：08．9 2．4�
11 アトモストリミッツ 牝2栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452 ―1：09．43 8．6�
66 マ イ ド 牡2鹿 54 藤岡 康太 �ニッシンホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：09．5� 3．2�
89 ハ ウ ピ ア 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 406 ―1：09．61 7．2�
22 シゲルビッグバン 牡2鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 416 ―1：09．81 12．5	
44 スカイラピス 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 404 ―1：10．22� 23．6

78 ヤマカツリン 牝2黒鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 452 ―1：10．83� 29．7�
810 スギノケルピー 牝2栗 54

50 ★永島まなみ杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 394 ―1：11．22� 33．0�
55 アクティビティ 牡2黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太近藤 英二氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：11．84 159．1
77 サンタジュリア 牡2青鹿54 �島 克駿�G1レーシング 安田 翔伍 安平 追分ファーム B468 ―1：12．33 48．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，065，600円 複勝： 41，006，200円 枠連： 7，487，600円
馬連： 45，524，900円 馬単： 24，685，900円 ワイド： 43，098，000円
3連複： 65，564，400円 3連単： 95，414，400円 計： 361，847，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 320円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 390656 的中 � 135429（1番人気）
複勝票数 計 410062 的中 � 141143（1番人気）� 47929（3番人気）� 85202（2番人気）
枠連票数 計 74876 的中 （1－3） 6524（3番人気）
馬連票数 計 455249 的中 �� 40334（3番人気）
馬単票数 計 246859 的中 �� 14747（4番人気）
ワイド票数 計 430980 的中 �� 34522（2番人気）�� 75915（1番人気）�� 30094（4番人気）
3連複票数 計 655644 的中 ��� 70600（2番人気）
3連単票数 計 954144 的中 ��� 17070（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．2―11．0―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．2―35．4―46．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．5
3 3，4，1，9（2，6）（8，10）－（5，7） 4 3（1，4）（2，6，9）（8，10）＝（5，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トレンディスター �
�
父 ファインニードル �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2020．3．18生 牝2鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26030 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時40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

56 � サンマルレジェンド 牡4黒鹿57 酒井 学相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 谷川牧場 482－101：52．6 7．3�
44 シゲルカセイ 牡5栗 57 富田 暁森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 41：53．23� 11．4�
22 マジックスピーチ �5黒鹿 57

53 ★今村 聖奈前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 462－10 〃 クビ 3．7�
79 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿 52

49 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 476－ 8 〃 アタマ 3．1�
55 	� ヒノシタカイザン 牡4鹿 57 坂井 瑠星�山紫水明 坂口 智康 仏

Ecurie des Mon-
ceaux Ecurie
Skymarc Farm

496－ 41：53．41 11．7�
67 コンテナジュニア 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大河住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B530＋ 61：53．5� 7．3	
811 ヴァジュランダ 牡4黒鹿57 松山 弘平高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 496＋181：53．92� 8．4

33 ロードグリュック 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 81：54．11
 55．4�
68 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 446－ 21：54．63 25．7�
11 � ヴ ェ ラ ー ト �4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496＋ 21：55．66 117．1
812� シンゼングレート 牡4青鹿57 小野寺祐太原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 456± 01：55．7クビ 184．4�
710	 パラディズム 牡4鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Elevage
II, LLC B494－ 6 〃 クビ 31．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，928，500円 複勝： 57，641，100円 枠連： 10，352，100円
馬連： 58，531，100円 馬単： 24，782，600円 ワイド： 57，518，700円
3連複： 91，137，500円 3連単： 98，960，400円 計： 439，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 280円 � 180円 枠 連（4－5） 2，360円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 790円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 409285 的中 � 44735（4番人気）
複勝票数 計 576411 的中 � 63803（3番人気）� 47549（6番人気）� 96661（2番人気）
枠連票数 計 103521 的中 （4－5） 3396（13番人気）
馬連票数 計 585311 的中 �� 13332（15番人気）
馬単票数 計 247826 的中 �� 3072（26番人気）
ワイド票数 計 575187 的中 �� 13640（15番人気）�� 18734（9番人気）�� 26014（5番人気）
3連複票数 計 911375 的中 ��� 16121（12番人気）
3連単票数 計 989604 的中 ��� 2919（78番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．6―13．1―11．9―12．5―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．8―50．9―1：02．8―1：15．3―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�サンマルレジェンド �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 アジュディケーティング

2018．3．25生 牡4黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 2戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA



26031 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3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）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

11 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 53
50 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 464－101：11．6 2．8�

34 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 53 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 81：12．24 2．3�
814 アイヴォリーアイ 牝4芦 55 吉田 隼人 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 492－ 21：12．3� 8．7�
711 サイモンルピナス 牝4黒鹿55 酒井 学澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B442＋ 41：12．51� 29．5�
22 スマイルバック 牝3青 53 秋山真一郎ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 16．3�
58 ガレットジョーカー 牝3栗 53

50 ▲大久保友雅橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 446－14 〃 ハナ 107．8	
813 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 454－ 21：12．71 149．6

46 ヤマカツパトリシア 牝5青 55

53 △松本 大輝山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：12．91 37．5�
33 トレッファー 牝5栗 55

54 ☆角田 大和 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442± 0 〃 クビ 155．6
57 ニューノーマル 牝3鹿 53 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 458－ 41：13．0クビ 19．5�
45 アドヴァイス 牝3鹿 53 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 454－ 4 〃 クビ 61．8�
712 タカラマドンナ 牝3黒鹿 53

49 ★永島まなみ佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B450＋ 21：13．32 8．5�
610 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55

51 ★今村 聖奈松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B496＋ 61：13．51 49．3�
69 � ニホンピロラブリー 牝4青鹿 55

52 ▲服部 寿希小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 476－ 61：14．03 294．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，541，800円 複勝： 73，085，900円 枠連： 14，158，800円
馬連： 78，662，800円 馬単： 35，103，800円 ワイド： 74，229，800円
3連複： 129，140，900円 3連単： 148，465，100円 計： 605，388，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 525418 的中 � 149901（2番人気）
複勝票数 計 730859 的中 � 169584（2番人気）� 203760（1番人気）� 83686（4番人気）
枠連票数 計 141588 的中 （1－3） 31194（1番人気）
馬連票数 計 786628 的中 �� 173054（1番人気）
馬単票数 計 351038 的中 �� 36184（2番人気）
ワイド票数 計 742298 的中 �� 121907（1番人気）�� 53661（2番人気）�� 49453（3番人気）
3連複票数 計1291409 的中 ��� 118190（1番人気）
3連単票数 計1484651 的中 ��� 39269（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―11．7―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．1―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒヅクリ �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．10．31 阪神13着

2019．3．30生 牝3黒鹿 母 サーリセルカ 母母 ラストリゾート 8戦2勝 賞金 23，760，000円

26032 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第8競走 ��3，300�第24回阪神ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走13時50分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード3：33．3良

58 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 476＋ 83：33．4 1．4�
57 アルーフクライ �8鹿 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474－ 43：34．03� 40．2�
813 メイショウアルト 牡4鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 480＋ 23：34．74 10．8�
610 ザ メ イ ダ ン 牡6黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム B492－ 8 〃 ハナ 13．9�
22 テリオスルイ 牡4鹿 60 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 468＋ 83：34．8� 25．0	
814 ブレッシングレイン �5鹿 60 草野 太郎 �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 6 〃 ハナ 47．7

711 テイエムクロムシャ 牡6青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 484－ 83：35．43� 11．3�
33 	 マイネルプロンプト �10黒鹿60 北沢 伸也岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 63：36．89 88．2�
46 	 セデックカズマ 牡6黒鹿60 平沢 健治合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 512＋ 23：36．9� 11．9
34 シャイニーゲール 牡8鹿 60 小牧加矢太小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 480＋ 23：37．21� 22．3�
712 ア ノ 牡6栗 60 難波 剛健武田 浩典氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454－14 〃 ハナ 93．1�
69 ナ ギ サ 牝4鹿 58 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 504＋ 83：38．910 25．5�
11 ゲインスプレマシー �6鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B480－ 23：39．32� 23．7�
45 シンキングダンサー �9栗 60 大江原 圭佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 460－ 83：58．2大差 116．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，144，400円 複勝： 91，965，100円 枠連： 19，942，400円
馬連： 83，752，500円 馬単： 47，324，700円 ワイド： 82，541，100円
3連複： 181，128，700円 3連単： 235，598，300円 計： 794，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 610円 � 240円 枠 連（5－5） 2，350円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 850円 �� 430円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 25，930円

票 数

単勝票数 計 521444 的中 � 280289（1番人気）
複勝票数 計 919651 的中 � 541454（1番人気）� 15511（10番人気）� 50750（3番人気）
枠連票数 計 199424 的中 （5－5） 6552（8番人気）
馬連票数 計 837525 的中 �� 28031（9番人気）
馬単票数 計 473247 的中 �� 10931（13番人気）
ワイド票数 計 825411 的中 �� 24608（9番人気）�� 53250（4番人気）�� 4474（46番人気）
3連複票数 計1811287 的中 ��� 17932（29番人気）
3連単票数 計2355983 的中 ��� 6586（76番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 50．2－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーメヴィウス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．1．27 京都2着

2016．4．15生 �6鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 障害：17戦4勝 賞金 140，830，000円



26033 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

発走14時25分 （芝・左）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

44 アロマデローサ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：20．4レコード 3．6�
22 クインズエルサ 牝2鹿 54 川田 将雅 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 富田牧場 418＋ 41：20．61	 6．1�
811
 ヤ ク シ マ 牡2芦 54 岩田 康誠ゴドルフィン 寺島 良 英 Whitsbury

Manor Stud 484＋ 8 〃 クビ 4．8�
55 チ カ ポ コ 牝2鹿 54 幸 英明幅田 京子氏 西園 正都 安平 追分ファーム 420＋ 21：20．81� 42．9�
810 イ コ サ ン 牡2鹿 54 池添 謙一天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 468－ 81：20．9クビ 3．0	
33 
 エ コ ロ ア イ 牝2鹿 54 武 豊原村 正紀氏 森 秀行 米 Doug Branham &

Felicia Branham 502＋ 41：21．22 36．5

79 オリオンネビュラ 牡2栗 54 松山 弘平�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 442± 01：21．62� 15．6�
67 サツマノオンナ 牝2黒鹿55 藤岡 康太伊東 政清氏 新谷 功一 鹿児島 新保 孝一 448＋ 41：21．92 12．2�
78 テイエムユメキュウ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 454＋ 61：22．0 96．2
66 ムーンスカイ 牡2鹿 54 今村 聖奈永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 424－101：24．4大差 58．9�

（10頭）
11 フルメタルボディー 牡2栗 54 和田 竜二 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 486－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 74，290，200円 複勝： 96，614，800円 枠連： 16，168，800円
馬連： 98，815，500円 馬単： 41，582，300円 ワイド： 80，407，100円
3連複： 126，655，200円 3連単： 153，896，100円 計： 688，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（2－4） 930円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，860円

票 数

単勝票数 差引計 742902（返還計 42131） 的中 � 173102（2番人気）
複勝票数 差引計 966148（返還計 50080） 的中 � 225599（2番人気）� 141786（3番人気）� 129126（4番人気）
枠連票数 差引計 161688（返還計 26238） 的中 （2－4） 13363（4番人気）
馬連票数 差引計 988155（返還計157582） 的中 �� 84304（4番人気）
馬単票数 差引計 415823（返還計 65145） 的中 �� 20882（4番人気）
ワイド票数 差引計 804071（返還計143012） 的中 �� 69672（2番人気）�� 58910（4番人気）�� 44509（6番人気）
3連複票数 差引計1266552（返還計417439） 的中 ��� 66448（4番人気）
3連単票数 差引計1538961（返還計475445） 的中 ��� 19027（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．5―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．0―57．3―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アロマデローサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワークフォース デビュー 2022．7．10 小倉1着

2020．2．28生 牝2鹿 母 ローズウィスパー 母母 ローザミスティカ 2戦2勝 賞金 23，259，000円
〔競走除外〕 フルメタルボディー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。枠外へくぐり出た際，疾病〔キ甲部打撲傷〕を

発症したため競走除外。発走時刻11分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フルメタルボディー号は，令和4年9月18日から令和4年10月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 ムーンスカイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

26034 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第10競走 1，800�
お お ぶ

大 府 特 別
発走15時00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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

58 ビヨンドザファザー 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 502＋ 21：51．9 1．9�
34 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 502－ 61：52．32� 31．8�
23 クリノクラール 牡4鹿 57 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 496＋ 21：52．41 21．1�
35 イスカンダル 牡3鹿 54 川田 将雅田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 456－ 61：52．82� 9．2�
47 キングズソード 牡3鹿 54 今村 聖奈 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 496－ 41：53．01� 5．1�
815 トミケンカラバティ 牡4鹿 57 吉田 隼人佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 450± 01：53．1� 167．8	
59 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 B514－ 21：53．41� 63．2

46 � メリディアン 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B448－ 21：53．5� 145．3�
611 グレースルビー 牝5鹿 55 幸 英明本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 466－181：54．03 121．6�
712 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 松山 弘平小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド B466－ 4 〃 アタマ 125．1
11 イチネンエーグミ 牡3鹿 54 国分 恭介藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 552＋101：54．31� 7．5�
814 テイエムマジック 牡4栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 B500－101：54．61� 46．2�
22 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿54 秋山真一郎小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 492－ 1 〃 クビ 15．8�
713 ヴ ェ ノ ム 牡4鹿 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526± 01：55．77 191．5�
610 エレヴァテッツァ 牝5鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 41：57．310 10．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，233，000円 複勝： 88，272，000円 枠連： 24，125，900円
馬連： 135，106，700円 馬単： 51，332，800円 ワイド： 109，292，800円
3連複： 210，988，200円 3連単： 233，438，600円 計： 915，790，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 540円 � 370円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 930円 �� 770円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 13，250円 3 連 単 ��� 43，060円

票 数

単勝票数 計 632330 的中 � 257506（1番人気）
複勝票数 計 882720 的中 � 276106（1番人気）� 30411（8番人気）� 47043（6番人気）
枠連票数 計 241259 的中 （3－5） 26979（2番人気）
馬連票数 計1351067 的中 �� 41364（7番人気）
馬単票数 計 513328 的中 �� 11763（10番人気）
ワイド票数 計1092928 的中 �� 30802（9番人気）�� 37445（8番人気）�� 7715（34番人気）
3連複票数 計2109882 的中 ��� 11936（39番人気）
3連単票数 計2334386 的中 ��� 3930（128番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．8―12．8―12．2―12．5―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．7―49．5―1：01．7―1：14．2―1：26．8―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
2（1，4）－10（9，12）14，5（3，8）13，11（6，7）15・（1，2）（4，14）（9，12）（3，5，10）（6，8）（11，7）（15，13）

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

勝馬の
紹 介

ビヨンドザファザー �
�
父 Curlin �

�
母父 Galileo デビュー 2021．8．7 新潟1着

2019．2．4生 牡3鹿 母 ガリレオズソング 母母 Song to Remember 11戦3勝 賞金 38，957，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ビヨンドザファザー号の騎手坂井瑠星は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エレヴァテッツァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月17日まで平地

競走に出走できない。



26035 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第11競走 ��
��2，000�ケフェウスステークス

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 コスモカレンドゥラ 牡6栗 54 幸 英明 �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 460－ 61：57．6 29．4�
66 エヴァーガーデン 牝5黒鹿52 和田 竜二 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 486± 01：57．81� 6．2�
55 ラヴユーライヴ 牝5鹿 52 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 41：57．9クビ 3．7�
810 ブ ラ ヴ ァ ス 牡6鹿 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502± 01：58．64 12．2�
11 ショウナンバルディ 牡6黒鹿56．5 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 B448－ 41：58．81� 5．0�
33 	 ナ イ マ マ 牡6鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 日高 道見牧場 482－ 21：58．9
 10．9	
78 レッドフラヴィア 牝5栗 51 北村 友一 
東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 514± 01：59．0
 9．3�
77 アーデントリー 牡6鹿 54 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 446＋ 21：59．32 15．8�
89 レインボーフラッグ 牡9鹿 52 小牧 太 
グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460± 01：59．61� 36．8
44 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 55 松山 弘平 
カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 472－ 41：59．7� 4．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 93，155，100円 複勝： 124，109，600円 枠連： 34，946，900円
馬連： 263，561，600円 馬単： 91，480，700円 ワイド： 183，396，500円
3連複： 412，046，700円 3連単： 516，152，200円 計： 1，718，849，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 590円 � 200円 � 170円 枠 連（2－6） 7，590円

馬 連 �� 8，050円 馬 単 �� 19，380円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，370円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 94，060円

票 数

単勝票数 計 931551 的中 � 25334（9番人気）
複勝票数 計1241096 的中 � 41782（9番人気）� 176469（4番人気）� 222114（2番人気）
枠連票数 計 349469 的中 （2－6） 3565（27番人気）
馬連票数 計2635616 的中 �� 25370（30番人気）
馬単票数 計 914807 的中 �� 3540（69番人気）
ワイド票数 計1833965 的中 �� 25111（25番人気）�� 33123（22番人気）�� 111467（3番人気）
3連複票数 計4120467 的中 ��� 39598（32番人気）
3連単票数 計5161522 的中 ��� 3978（363番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．1―12．4―12．1―11．6―11．1―11．0―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．8―48．2―1：00．3―1：11．9―1：23．0―1：34．0―1：45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F34．6
1
3
2－8，6，10（1，3）7，5－9＝4
2（8，10）（6，3）－1－5－7，9－4

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

勝馬の
紹 介

コスモカレンドゥラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．2 新潟4着

2016．4．7生 牡6栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 26戦5勝 賞金 106，431，000円
〔制裁〕 エヴァーガーデン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

26036 9月17日 曇 良 （4中京5） 第3日 第12競走 1，400�3歳以上1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 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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 スプラウティング 牡3栗 55 幸 英明ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B494－ 41：24．2 7．3�

815 レイワホマレ 牡3鹿 55 川田 将雅松岡 研司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 520± 01：24．3クビ 1．6�
35 メイショウフンケイ 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518± 0 〃 クビ 12．2�
48 パイプライナー 牡5芦 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B500－ 81：24．5� 18．3�
24 バンドールロゼ 牡3栗 55

52 ▲角田 大河 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：24．71� 142．0�

714 ムーンリットナイト 牡3鹿 55 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：24．91� 6．9	
36 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 B474－ 21：25．0� 29．3

713 フラップシグナス 牡3鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 486＋ 41：25．21 14．3�
612 トーホウラデン 牡5黒鹿57 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 486－ 6 〃 クビ 41．4�
23 エストレアブランカ 牝3鹿 53 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：25．3� 45．4
59 ウイングスオブラヴ �3鹿 55 秋山真一郎太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458＋ 8 〃 クビ 83．0�
47 ギ ユ ウ 牡3青鹿 55

51 ★永島まなみ山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 81：25．51 54．7�

12 タイセイアーメット 牡4栗 57
53 ★今村 聖奈田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 466－ 51：25．6クビ 92．6�

510� メイショウカリスマ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B502－ 81：26．13 188．5�
11 イナズマテーラー �4鹿 57 坂井 瑠星中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 大北牧場 454－ 61：26．2� 113．2�
816 カネトシブルーム 牡3芦 55 富田 暁兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 494＋ 41：26．73 63．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，957，900円 複勝： 161，459，200円 枠連： 35，750，500円
馬連： 153，091，900円 馬単： 69，888，200円 ワイド： 144，875，100円
3連複： 263，296，500円 3連単： 331，285，100円 計： 1，249，604，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 110円 � 200円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 310円 �� 840円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 計 899579 的中 � 98030（3番人気）
複勝票数 計1614592 的中 � 111283（4番人気）� 855804（1番人気）� 115065（3番人気）
枠連票数 計 357505 的中 （6－8） 48909（3番人気）
馬連票数 計1530919 的中 �� 181249（2番人気）
馬単票数 計 698882 的中 �� 27823（6番人気）
ワイド票数 計1448751 的中 �� 125013（1番人気）�� 39043（8番人気）�� 120557（2番人気）
3連複票数 計2632965 的中 ��� 122543（2番人気）
3連単票数 計3312851 的中 ��� 23136（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．8―12．1―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプラウティング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．7．25 新潟4着

2019．4．27生 牡3栗 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 10戦2勝 賞金 17，800，000円
〔制裁〕 ケイティレインボー号の騎手城戸義政は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カフジペンタゴン号



（4中京5）第3日 9月17日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

262，090，000円
5，620，000円
31，030，000円
1，910，000円
34，240，000円
65，599，000円
5，206，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
678，357，000円
999，035，100円
193，420，300円
1，126，981，100円
499，179，900円
968，569，900円
1，791，153，900円
2，283，604，700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 8，540，301，900円

総入場人員 7，129名 （有料入場人員 6，776名）
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