
26061 9月24日 晴 不良 （4中京5） 第6日 第1競走 1，800�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
1：51．2
1：50．9

重
不良

89 フェルヴェンテ 牡2鹿 54 川田 将雅ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 466＋ 21：53．0 5．1�
33 サ グ ア ロ 牡2栗 54

52 △松本 大輝飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B516－ 81：53．32 18．2�
44 グランデスフィーダ 牡2鹿 54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 518＋ 21：54．04 3．9�
55 アンクルブラック 牡2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 476＋ 21：54．21� 39．7�
11 トーホウキザン 牡2栗 54

50 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 466＋ 41：54．83� 13．4�
77 シゲルショウグン 牡2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 シンボリ牧場 480± 01：54．9� 2．2	
810 ナムラアンソニー 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河奈村 睦弘氏 中竹 和也 日高 いとう牧場 494± 01：56．39 76．9

22 ゴッドスピードレオ 牡2鹿 54 和田 竜二重野 心平氏 宮本 博 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 B492－ 21：56．4クビ 63．1�
78 アシャカデュラン 牡2青鹿54 国分 恭介吉冨 学氏 大根田裕之 安平 ゼットステーブル 474－ 41：57．14 115．0�
66 エーティースピカ 牝2鹿 54 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 492＋141：57．52 9．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，228，400円 複勝： 71，207，000円 枠連： 6，790，300円
馬連： 51，395，700円 馬単： 27，619，800円 ワイド： 49，226，800円
3連複： 79，179，700円 3連単： 110，030，300円 計： 437，678，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 490円 � 240円 枠 連（3－8） 3，780円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 700円 �� 440円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 23，010円

票 数

単勝票数 計 422284 的中 � 69601（3番人気）
複勝票数 計 712070 的中 � 77061（3番人気）� 32846（5番人気）� 85846（2番人気）
枠連票数 計 67903 的中 （3－8） 1392（14番人気）
馬連票数 計 513957 的中 �� 14171（10番人気）
馬単票数 計 276198 的中 �� 4416（18番人気）
ワイド票数 計 492268 的中 �� 17778（9番人気）�� 30459（4番人気）�� 12881（12番人気）
3連複票数 計 791797 的中 ��� 17985（11番人気）
3連単票数 計1100303 的中 ��� 3466（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．0―49．9―1：02．3―1：15．3―1：27．9―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェルヴェンテ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2022．6．11 中京8着

2020．2．29生 牡2鹿 母 オリジンファースト 母母 Westphalia 5戦1勝 賞金 8，080，000円
〔騎手変更〕 フェルヴェンテ号の騎手山田敬士は，競馬場到着遅延（台風による交通事情の影響）のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 トーホウキザン号の騎手永島まなみは，2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：6番）

26062 9月24日 晴 不良 （4中京5） 第6日 第2競走 ��1，400�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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

44 ロードフォンス 牡2鹿 54 松若 風馬 �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 452－ 41：25．0 29．1�
812 バールデュヴァン 牡2鹿 54 福永 祐一 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 クビ 4．0�
45 ブ ラ ー ヴ 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478＋121：25．74 46．9�
33 カ ゲ マ ル 牡2鹿 54 幸 英明中辻 明氏 西園 正都 浦河 酒井牧場 490＋121：25．8クビ 5．9�
11 ゴーマックス 牡2栗 54 C．ルメール 大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－ 41：26．01� 8．0�
69 ジャスティンカプリ 牡2鹿 54 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：26．31� 2．5	
710 パーペチュアル 牡2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 476－ 21：26．5� 20．9

711 マ ク ギ リ ス 牡2鹿 54 �島 克駿増田 和啓氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 456± 01：27．14 58．6�
22 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± 01：27．3� 16．7�
56 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 484－ 41：27．72� 73．7
57 ショウナンダグラス 牡2黒鹿54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 476－ 41：28．87 20．5�
68 マサハヤヴァンス 牝2鹿 54 団野 大成中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 418－ 41：29．43� 131．5�
813 テリオスドン 牡2黒鹿 54

52 △松本 大輝鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 米田牧場 468－ 41：29．72 158．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，792，200円 複勝： 68，915，700円 枠連： 9，397，400円
馬連： 61，539，100円 馬単： 26，924，800円 ワイド： 62，049，000円
3連複： 98，360，000円 3連単： 105，130，200円 計： 479，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 700円 � 180円 � 960円 枠 連（4－8） 3，360円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 14，370円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 7，960円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 61，570円 3 連 単 ��� 364，680円

票 数

単勝票数 計 467922 的中 � 13637（8番人気）
複勝票数 計 689157 的中 � 22270（8番人気）� 132105（2番人気）� 15582（9番人気）
枠連票数 計 93974 的中 （4－8） 2165（16番人気）
馬連票数 計 615391 的中 �� 7898（19番人気）
馬単票数 計 269248 的中 �� 1405（45番人気）
ワイド票数 計 620490 的中 �� 7470（22番人気）�� 1977（51番人気）�� 7312（24番人気）
3連複票数 計 983600 的中 ��� 1198（116番人気）
3連単票数 計1051302 的中 ��� 209（647番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．0―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．5―59．1―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードフォンス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．9．10 中京8着

2020．4．27生 牡2鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 ジャスティンカプリ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ブラーヴ号の騎手今村聖奈は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャスティンカプリ号は，令和4年9月25日から令和4年10月15日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサハヤヴァンス号・テリオスドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月

24日まで平地競走に出走できない。

第５回 中京競馬 第６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



26063 9月24日 晴 稍重 （4中京5） 第6日 第3競走 ��2，000�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
1：59．8
1：58．5

良
良

44 エゾダイモン 牡2黒鹿54 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋122：00．8 6．4�
33 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 498－ 42：01．01� 2．6�
78 ファームツエンティ 牡2青鹿54 池添 謙一�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 444± 02：01．32 14．5�
22 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 492＋ 22：01．51� 14．8�
11 キャロルビアンカ 牝2鹿 54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464± 0 〃 クビ 128．4	
67 メイショウポペット 牝2青鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 482－ 42：01．7� 15．8

55 レッドヴァジュラ 牡2黒鹿 54

52 △松本 大輝 �東京ホースレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B482－ 82：01．8� 89．0�
66 リアリーホット 牝2鹿 54 川田 将雅長谷川祐司氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490＋302：02．01� 5．8�
811 テイエムポピー 牝2黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 平取 二風谷ファーム 414－ 42：03．17 349．3
810 サンライズサラー 牡2黒鹿54 和田 竜二�ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 438± 02：03．41� 3．8�
79 コスモシーウルフ 牡2芦 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：03．72 107．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，195，000円 複勝： 85，512，400円 枠連： 9，561，100円
馬連： 66，669，900円 馬単： 30，782，600円 ワイド： 63，219，200円
3連複： 103，474，700円 3連単： 129，446，800円 計： 547，861，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 110円 � 290円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，090円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 591950 的中 � 76614（4番人気）
複勝票数 計 855124 的中 � 80617（4番人気）� 329821（1番人気）� 49873（7番人気）
枠連票数 計 95611 的中 （3－4） 8380（3番人気）
馬連票数 計 666699 的中 �� 61808（3番人気）
馬単票数 計 307826 的中 �� 12986（5番人気）
ワイド票数 計 632192 的中 �� 42365（3番人気）�� 13943（14番人気）�� 24428（11番人気）
3連複票数 計1034747 的中 ��� 27768（11番人気）
3連単票数 計1294468 的中 ��� 7169（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．4―49．6―1：01．8―1：13．7―1：25．6―1：37．1―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エゾダイモン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．6．4 東京4着

2020．1．30生 牡2黒鹿 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 2戦1勝 賞金 6，300，000円

26064 9月24日 晴 不良 （4中京5） 第6日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時20分 （ダート・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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

810 セラドナイト 牝2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 424 ―1：25．1 2．9�
66 ハンベルジャイト 牝2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486 ―1：25．31� 6．3�
11 ファイアネイド 牝2黒鹿54 松山 弘平ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：25．4� 2．2�
33 ライオットガール 牝2黒鹿54 �島 克駿�ヒダカファーム中村 直也 浦河 ヒダカフアーム 482 ―1：26．03� 36．0�
55 ノボリクレバー 牝2栗 54

51 ▲角田 大河原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 478 ― 〃 ハナ 60．0�
78 コパノバークレー 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 444 ―1：26．63� 43．9	
44 ウィンウッドテール 牝2鹿 54 坂井 瑠星梶 正典氏 新谷 功一 浦河 丸幸小林牧場 420 ―1：26．91� 31．8

22 ノッテルーナ 牝2黒鹿54 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 448 ―1：27．0� 15．4�
89 マルヨクレハ 牝2芦 54 加藤 祥太野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 474 ―1：27．53� 17．7�
77 リ ブ リ ッ チ 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈ディアレストクラブ 加用 正 新ひだか 田中 裕之 412 ―1：29．3大差 25．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，488，900円 複勝： 45，567，600円 枠連： 8，736，700円
馬連： 48，437，000円 馬単： 27，195，000円 ワイド： 45，967，500円
3連複： 72，127，100円 3連単： 102，519，700円 計： 398，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 770円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 180円 �� 230円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 474889 的中 � 132320（2番人気）
複勝票数 計 455676 的中 � 101103（2番人気）� 68289（3番人気）� 138939（1番人気）
枠連票数 計 87367 的中 （6－8） 8697（3番人気）
馬連票数 計 484370 的中 �� 47215（3番人気）
馬単票数 計 271950 的中 �� 14152（4番人気）
ワイド票数 計 459675 的中 �� 40861（3番人気）�� 73722（1番人気）�� 47861（2番人気）
3連複票数 計 721271 的中 ��� 110353（1番人気）
3連単票数 計1025197 的中 ��� 25067（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．4―12．1―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．0―48．4―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．7
3 8（9，10）（6，4）（3，5）1－2＝7 4 8（9，10）6（3，5，4）1－2＝7

勝馬の
紹 介

セラドナイト �
�
父 Mendelssohn �

�
母父 Gold Halo 初出走

2020．4．3生 牝2青鹿 母 セ ラ ド ン 母母 Chalna 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26065 9月24日 晴 良 （4中京5） 第6日 第5競走 1，400�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
1：20．4
1：20．1

良
良

34 オオバンブルマイ 牡2鹿 54
51 ▲角田 大河岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 414 ―1：22．1 14．9�
712 ス プ ル 牝2黒鹿54 C．ルメール 前田 幸治氏 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 454 ―1：22．31� 1．7�
57 ネオアリシア 牝2鹿 54 松若 風馬髙瀬 正志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 422 ―1：22．41 40．1�
58 スマートメイプル 牝2鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 464 ―1：22．5クビ 6．4�
45 ショウナンアウリイ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝国本 哲秀氏 松下 武士 新ひだか 西村牧場 442 ―1：22．6� 178．5�
814 エルディアナ 牝2栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 398 ―1：22．81� 14．0	
46 オ ル ノ ア 牝2鹿 54 吉田 隼人 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 492 ― 〃 ハナ 9．3�
711 トーホウフランゴ 牝2栗 54

50 ★永島まなみ東豊物産
 高橋 康之 日高 竹島 幸治 440 ―1：23．12 23．3�
22 ラ イ ジ ン 牡2栗 54 松山 弘平
LEVEL－K 池添 学 日高 浜本牧場 486 ― 〃 ハナ 40．0
11 ナムラダリウス 牡2芦 54 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 460 ―1：23．41� 29．1�
33 ラ イ ヴ リ ー 牝2栗 54 池添 謙一吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 クビ 77．0�
610 エフジョイナー 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈 Him Rock Racing
ホールディングス
 加用 正 日高 タバタファーム 422 ―1：24．03� 68．6�

813 ミッキースピナッチ 牡2栗 54 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 日高 白井牧場 492 ―1：24．52� 25．2�
69 クリノコマンダー 牡2栗 54 藤岡 康太栗本 博晴氏 藤岡 健一 日高 宝寄山 拓樹 446 ―1：25．13� 88．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，771，100円 複勝： 65，961，800円 枠連： 13，758，200円
馬連： 61，829，200円 馬単： 33，429，500円 ワイド： 63，883，800円
3連複： 97，772，600円 3連単： 118，235，700円 計： 511，641，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 280円 � 110円 � 740円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 550円 �� 5，240円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 54，280円

票 数

単勝票数 計 567711 的中 � 32141（5番人気）
複勝票数 計 659618 的中 � 41159（4番人気）� 284015（1番人気）� 12897（10番人気）
枠連票数 計 137582 的中 （3－7） 9591（4番人気）
馬連票数 計 618292 的中 �� 40893（4番人気）
馬単票数 計 334295 的中 �� 6262（13番人気）
ワイド票数 計 638838 的中 �� 32374（5番人気）�� 2961（49番人気）�� 11360（14番人気）
3連複票数 計 977726 的中 ��� 8488（29番人気）
3連単票数 計1182357 的中 ��� 1579（161番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．9―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―46．8―58．7―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オオバンブルマイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．2．26生 牡2鹿 母 ピンクガーベラ 母母 ル シ ュ ク ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26066 9月24日 晴 重 （4中京5） 第6日 第6競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

88 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 486＋ 41：58．4 2．3�

89 タマモモンレーブ 牡3芦 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 500＋ 52：00．5大差 25．4�
77 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 54 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 B478＋ 22：00．6� 10．3�
33 ドゥライトアルディ 牝3鹿 52 藤岡 康太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B496＋ 42：00．91� 4．2�
55 スマートウィザード 牡5栗 57 和田 竜二大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 484＋ 82：01．32� 19．8�
66 グランメテオール �4栗 57 �島 克駿 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－122：01．93� 5．7

11 ハイアーグレード 牝5栗 55

51 ★今村 聖奈下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 466－142：02．0� 16．7�
22 ハイラブハンター 牡4鹿 57 古川 吉洋服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 484－102：02．21� 10．5�
44 スマイルライン 牡4鹿 57 岩田 康誠 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B482－ 82：06．7大差 14．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，529，500円 複勝： 52，724，100円 枠連： 9，163，400円
馬連： 61，155，100円 馬単： 28，460，400円 ワイド： 57，315，400円
3連複： 93，726，800円 3連単： 122，975，000円 計： 468，049，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 510円 � 290円 枠 連（8－8） 2，300円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 800円 �� 690円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 30，480円

票 数

単勝票数 計 425295 的中 � 146798（1番人気）
複勝票数 計 527241 的中 � 141697（1番人気）� 19939（9番人気）� 40968（5番人気）
枠連票数 計 91634 的中 （8－8） 3078（11番人気）
馬連票数 計 611551 的中 �� 20692（8番人気）
馬単票数 計 284604 的中 �� 7013（11番人気）
ワイド票数 計 573154 的中 �� 18776（10番人気）�� 22221（7番人気）�� 3998（35番人気）
3連複票数 計 937268 的中 ��� 10708（29番人気）
3連単票数 計1229750 的中 ��� 2925（128番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．4―13．0―12．3―12．1―12．3―12．8―13．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―29．8―42．8―55．1―1：07．2―1：19．5―1：32．3―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

プリモスペランツァ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．6．12 中京10着

2019．3．15生 牡3栗 母 カーナヴァル 母母 キュンティア 12戦2勝 賞金 23，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月24日まで平地競

走に出走できない。



26067 9月24日 晴 良 （4中京5） 第6日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：32．2
1：30．3

良
良

47 ルージュスティリア 牝3鹿 53 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 484＋201：33．3 3．0�
59 ピンクマクフィー 牝3鹿 53 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 434＋12 〃 クビ 6．3�
48 セ ル バ ー グ 牡3鹿 55

51 ★今村 聖奈桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 428－ 21：33．4� 17．4�
24 タ イ ゲ ン 牡3栗 55 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－101：33．5� 14．0�
713 アスクコンナモンダ 牡3栗 55 川田 将雅廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 440－ 41：33．92� 2．3�
612 ウナギノボリ 牡3黒鹿 55

52 ▲角田 大河小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 460－ 41：34．21� 17．9	
714 サ イ ー ド 牡3鹿 55 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 496＋ 41：34．62� 13．8

12 サトノルフィアン 牡3鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B504＋10 〃 クビ 158．5�
36 � モンストルシチー 牡4黒鹿 57

53 ★永島まなみ �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－10 〃 アタマ 250．5�
816 グラティトゥー 牡4黒鹿57 	島 克駿ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：34．7� 73．3
510 ビップランバン 牡4黒鹿57 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480－ 21：34．8� 56．5�
23 イントロバート 牝3黒鹿 53

50 ▲鷲頭 虎太�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：34．9クビ 134．6�
11 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 21：35．11
 174．8�
35 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 448＋ 6 〃 クビ 323．1�
611 ユヌエトワール 牝5黒鹿 55

54 ☆角田 大和 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム B420－ 21：35．31� 125．4�
815 サンライズスコール 牡3芦 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 448－ 21：35．4� 147．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，930，100円 複勝： 117，096，500円 枠連： 20，792，900円
馬連： 97，786，800円 馬単： 45，175，000円 ワイド： 99，255，800円
3連複： 164，651，600円 3連単： 189，932，000円 計： 810，620，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 200円 � 240円 � 520円 枠 連（4－5） 920円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，020円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 15，690円

票 数

単勝票数 計 759301 的中 � 200998（2番人気）
複勝票数 計1170965 的中 � 177626（2番人気）� 132719（3番人気）� 48849（7番人気）
枠連票数 計 207929 的中 （4－5） 17489（3番人気）
馬連票数 計 977868 的中 �� 73733（3番人気）
馬単票数 計 451750 的中 �� 21978（5番人気）
ワイド票数 計 992558 的中 �� 65161（4番人気）�� 24131（11番人気）�� 17588（14番人気）
3連複票数 計1646516 的中 ��� 25581（15番人気）
3連単票数 計1899320 的中 ��� 8773（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．4―11．8―12．1―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．6―47．4―59．5―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ルージュスティリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟1着

2019．3．19生 牝3鹿 母 ドライヴンスノー 母母 Wandesta 4戦2勝 賞金 14，700，000円

26068 9月24日 晴 重 （4中京5） 第6日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：09．1
1：08．5

重
重

48 サンライズアムール 牡3栗 55 福永 祐一�ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 500＋ 81：11．3 1．9�
59 � スカイナイル 牝4芦 55

51 ★今村 聖奈 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya
Yoshida 488－ 41：11．51� 45．3�

24 テイエムフェロー 牡3鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 488± 01：11．6� 13．4�
47 モズマンジロウ 	4鹿 57 松山 弘平 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 448＋ 21：11．91
 11．7�
714� ナ サ 牝4黒鹿55 幸 英明杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 B468＋ 4 〃 アタマ 20．6	
23 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 B504－ 6 〃 ハナ 7．9

611� ザモウコダマシイ 牝4鹿 55 藤懸 貴志廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 446－ 41：12．32� 163．0�
510� メイショウニタボウ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 526＋24 〃 アタマ 248．5�
12 � ルヴェルジェ 牝3鹿 53

50 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 米 Robert Low &

Lawana Low 480－ 41：12．4クビ 5．4
713 トーホウデュラン 牡3栗 55 吉田 隼人東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 472－141：12．5� 7．4�
612 ブルーノート 牡3栗 55 松若 風馬薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 490＋10 〃 ハナ 58．4�
35 スマートアペックス 牡5青鹿57 中村 将之大川 徹氏 中村 直也 日高 株式会社ス

マート 490＋201：12．6� 91．1�
11 カライカマウリオラ 牡3黒鹿 55

52 ▲川端 海翼土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480± 01：12．8
 65．8�
36 � シューラヴァーグ 牝5黒鹿55 川又 賢治�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム 460＋101：12．9� 200．7�
816� メイショウワダマ 牝5栗 55 田中 健松本 好雄氏 石橋 守 浦河 絵笛牧場 470－ 21：13．0
 212．1�
815�� ローズファラオ 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �ニッシンホール
ディングス 坂口 智康 豪 Go Blood-

stock 400＋ 21：13．74 240．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，523，400円 複勝： 97，829，400円 枠連： 24，152，500円
馬連： 104，027，700円 馬単： 48，474，800円 ワイド： 102，310，000円
3連複： 164，389，600円 3連単： 202，227，200円 計： 807，934，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 790円 � 290円 枠 連（4－5） 2，720円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 560円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 38，440円

票 数

単勝票数 計 645234 的中 � 263792（1番人気）
複勝票数 計 978294 的中 � 310317（1番人気）� 21454（8番人気）� 70363（6番人気）
枠連票数 計 241525 的中 （4－5） 6860（8番人気）
馬連票数 計1040277 的中 �� 19105（15番人気）
馬単票数 計 484748 的中 �� 7582（15番人気）
ワイド票数 計1023100 的中 �� 17156（18番人気）�� 50257（5番人気）�� 5033（37番人気）
3連複票数 計1643896 的中 ��� 11040（35番人気）
3連単票数 計2022272 的中 ��� 3814（123番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズアムール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．3．27 阪神10着

2019．2．27生 牡3栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 4戦2勝 賞金 12，900，000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 ワールドコネクター号



26069 9月24日 晴 良 （4中京5） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
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 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．5

良
良

11 ファントムシーフ 牡2鹿 54 福永 祐一�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 492＋ 82：00．2 3．7�
44 アリスヴェリテ 牝2鹿 54 川田 将雅加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 22：00．52 20．5�
55 フラッシングレート 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 42：01．56 25．8�
22 トップナイフ 牡2青鹿54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 482－ 22：01．71	 12．4�
77 ネアセリーニ 牡2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B510± 02：02．01
 8．2�
33 スカパラダイス 牡2黒鹿54 今村 聖奈トライスターレーシング 寺島 良 新冠 ヒカル牧場 450－ 42：02．11 58．0	
66 カルロヴェローチェ 牡2鹿 54 C．ルメール 大野 照旺氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 42：03．16 1．5


（7頭）

売 得 金
単勝： 106，910，900円 複勝： 101，637，400円 枠連： 発売なし
馬連： 101，681，000円 馬単： 70，433，200円 ワイド： 75，096，900円
3連複： 125，595，200円 3連単： 365，312，600円 計： 946，667，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 280円 � 750円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 660円 �� 900円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 32，590円

票 数

単勝票数 計1069109 的中 � 238228（2番人気）
複勝票数 計1016374 的中 � 155814（2番人気）� 48149（5番人気）
馬連票数 計1016810 的中 �� 29186（8番人気）
馬単票数 計 704332 的中 �� 13768（13番人気）
ワイド票数 計 750969 的中 �� 30329（8番人気）�� 21520（11番人気）�� 10769（16番人気）
3連複票数 計1255952 的中 ��� 11701（19番人気）
3連単票数 計3653126 的中 ��� 8126（80番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．8―12．5―12．6―12．6―12．4―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．3―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．4―1：37．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8
1
3
4（1，2，6）－5－7＝3・（4，6）（2，1）（7，5）3

2
4
4，6，2，1，5－7－3
4，6（2，1）（7，5）－3

勝馬の
紹 介

ファントムシーフ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2022．6．18 阪神1着

2020．2．22生 牡2鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 2戦2勝 賞金 23，147，000円

26070 9月24日 晴 良 （4中京5） 第6日 第10競走 ��2，000�
ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 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

44 タガノフィナーレ 牝3黒鹿52 岩田 望来八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488± 02：00．1 17．3�

67 カンティプール 牝3鹿 52 斎藤 新 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 480－14 〃 アタマ 5．0�
810 ムーンライト 牝5青 55 和田 竜二石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 482＋ 42：00．52� 60．6�
811 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �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 440＋ 42：00．6クビ 30．1�
22 ワーフデール 牝3栗 52 幸 英明�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 2．4	
55 ウインルーア 牝4鹿 55 国分 優作�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 470－ 42：00．7クビ 49．1

78 � ア ト ミ カ 牝7鹿 55 富田 暁東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 6 〃 アタマ 43．0�
79 ルージュメサージュ 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 アタマ 3．6�
33 ハギノメーテル 牝3黒鹿52 今村 聖奈日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 62：01．01	 12．2
66 メイショウハナモモ 牝4鹿 55 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466＋ 22：01．1� 82．1�
11 シンシアリダーリン 牝4鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 454－ 42：13．0大差 7．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 70，043，500円 複勝： 88，212，800円 枠連： 20，929，900円
馬連： 125，596，600円 馬単： 50，652，200円 ワイド： 101，827，800円
3連複： 184，449，100円 3連単： 246，910，600円 計： 888，622，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 650円 � 210円 � 1，080円 枠 連（4－6） 4，730円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 6，480円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 44，260円 3 連 単 ��� 270，810円

票 数

単勝票数 計 700435 的中 � 32307（6番人気）
複勝票数 計 882128 的中 � 31930（8番人気）� 141312（3番人気）� 18412（10番人気）
枠連票数 計 209299 的中 （4－6） 3427（16番人気）
馬連票数 計1255966 的中 �� 20338（15番人気）
馬単票数 計 506522 的中 �� 3470（33番人気）
ワイド票数 計1018278 的中 �� 16455（17番人気）�� 3987（44番人気）�� 8611（30番人気）
3連複票数 計1844491 的中 ��� 3125（88番人気）
3連単票数 計2469106 的中 ��� 661（466番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―12．4―12．5―11．8―11．7―11．2―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．6―49．0―1：01．5―1：13．3―1：25．0―1：36．2―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノフィナーレ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．6．26 阪神1着

2019．4．2生 牝3黒鹿 母 タガノミューチャン 母母 エイシンミュー 13戦3勝 賞金 33，856，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ワーフデール号の騎手幸英明は，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：9番）
〔その他〕 シンシアリダーリン号は，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。



26071 9月24日 晴 良 （4中京5） 第6日 第11競走
豊明市市制施行50周年記念

��1，200�
とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．25以降R4．9．19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

豊明市長賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．2
1：05．8

良
良

24 ショウナンバニラ 牝6鹿 53 池添 謙一�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 442－ 81：07．5 15．7�
11 � ジャスパージャック 牡6鹿 56 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B540＋ 21：07．71 12．9�
59 ス ン リ 牝4鹿 52 �島 克駿白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B484＋12 〃 クビ 16．2�
713 モンファボリ 牝4鹿 53 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－101：07．8� 7．2�
510 ダークペイジ 牝3黒鹿53 浜中 俊 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 452－101：08．01� 4．5�
23 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 53 城戸 義政藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B492＋ 2 〃 ハナ 27．4	
611 タツリュウオー 牝4黒鹿52 山田 敬士�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 456＋ 41：08．1	 28．9

47 クリノマジン 牡3鹿 55 小沢 大仁栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 448＋ 21：08．31 4．1�
816 イルクオーレ 
4鹿 56 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B494－ 41：08．51� 5．9
12 メイショウツツジ 牝4黒鹿52 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 432－14 〃 クビ 24．8�
817 ディモールト 牡5黒鹿54 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B502－101：08．71 46．6�
612� サトノジヴェルニー 牡5栗 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 460－ 2 〃 アタマ 48．3�
36 オースミカテドラル 牡6鹿 54 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 21：08．8� 56．3�
48 フ ォ ド ラ 牝4鹿 53 北村 友一吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 410± 01：08．91 76．1�
35 サウンドカナロア 
6鹿 53 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B472＋ 61：09．0� 62．6�
815� キングキャヴィア 牡5鹿 50 高倉 稜中西 功氏 服部 利之 新ひだか カタオカステーブル 524± 01：09．95 197．0�
714 スイートクラウン 牝4鹿 53 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 492－ 21：10．0クビ 13．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 125，685，800円 複勝： 198，395，400円 枠連： 66，583，300円
馬連： 331，463，400円 馬単： 108，842，900円 ワイド： 276，022，900円
3連複： 595，162，800円 3連単： 576，324，400円 計： 2，278，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 510円 � 510円 � 620円 枠 連（1－2） 3，190円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 20，160円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 4，050円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 60，760円 3 連 単 ��� 403，310円

票 数

単勝票数 計1256858 的中 � 63863（7番人気）
複勝票数 計1983954 的中 � 103438（6番人気）� 104087（5番人気）� 82934（8番人気）
枠連票数 計 665833 的中 （1－2） 16154（16番人気）
馬連票数 計3314634 的中 �� 27298（31番人気）
馬単票数 計1088429 的中 �� 4049（68番人気）
ワイド票数 計2760229 的中 �� 24074（32番人気）�� 17519（46番人気）�� 19056（39番人気）
3連複票数 計5951628 的中 ��� 7346（175番人気）
3連単票数 計5763244 的中 ��� 1036（1107番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．9―11．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―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4F45．0―3F34．1
3 ・（1，5）10（3，14）（4，12，16）9（11，13）－（8，7，17）15，2，6 4 1，5（3，10）（4，14）（9，12，16）（11，13）（8，7，17）15，2，6

勝馬の
紹 介

ショウナンバニラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．10．14 東京12着

2016．5．15生 牝6鹿 母 ショウナンサリーレ 母母 ラスキンウォーク 34戦4勝 賞金 91，120，000円

26072 9月24日 晴 稍重 （4中京5） 第6日 第12競走 ��
��1，800�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54�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
1：47．6
1：47．6

重
重

812 キュールエフウジン 牡3黒鹿54 吉田 隼人岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 480－181：51．9 2．9�
711 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 470＋ 21：52．53	 8．1�
68 メイショウジブリ 牡3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 488－12 〃 クビ 2．6�
56 ジ ロ ー 牡5鹿 57 水口 優也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 478± 01：53．14 98．1�
33 デルマラピスラズリ 牡5鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 518± 01：53．2クビ 163．0�
22 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 510－ 41：53．3	 7．1	
710 ユースフルラヴ 牝5黒鹿55 酒井 学吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム B436－ 81：53．51� 20．7

11 ダンツチョイス 牝7栗 55

52 ▲角田 大河山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 470＋ 61：53．82 11．3�
57 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55

53 △松本 大輝 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋101：53．9	 213．4�
45 ラフリッグフェル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 434－ 81：54．1� 26．9
813 ダイヤレイジング 牝6栗 55

51 ★永島まなみ三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 470－ 8 〃 ハナ 127．3�
44  フェブタイズ 牡6鹿 57 中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 B506± 01：54．52	 70．8�
69 ブ ラ ビ オ 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 464＋ 41：55．88 17．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 90，014，300円 複勝： 109，652，500円 枠連： 30，714，000円
馬連： 165，641，500円 馬単： 67，417，700円 ワイド： 146，562，700円
3連複： 254，766，400円 3連単： 316，404，300円 計： 1，181，173，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 490円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 900143 的中 � 244763（2番人気）
複勝票数 計1096525 的中 � 218791（2番人気）� 138383（4番人気）� 240764（1番人気）
枠連票数 計 307140 的中 （7－8） 25179（4番人気）
馬連票数 計1656415 的中 �� 89850（4番人気）
馬単票数 計 674177 的中 �� 22782（8番人気）
ワイド票数 計1465627 的中 �� 70740（7番人気）�� 140427（1番人気）�� 102255（3番人気）
3連複票数 計2547664 的中 ��� 118166（4番人気）
3連単票数 計3164043 的中 ��� 23312（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―12．0―12．1―12．4―12．6―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．4―48．4―1：00．5―1：12．9―1：25．5―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
8，11（4，13）（5，9，12）10，2（1，6）7，3
8，11，13，12（4，10）9（5，6，7）2，1－3

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

勝馬の
紹 介

キュールエフウジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2022．1．8 中京10着

2019．5．6生 牡3黒鹿 母 キュールエアリス 母母 クリックヒア 6戦2勝 賞金 22，633，000円
［他本会外：1戦1勝］



（4中京5）第6日 9月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 147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

215，770，000円
5，620，000円
32，760，000円
1，050，000円
25，380，000円
66，350，000円
4，042，500円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
828，113，100円
1，102，712，600円
220，579，700円
1，277，223，000円
565，407，900円
1，142，737，800円
2，033，655，600円
2，585，448，800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 9，755，878，500円

総入場人員 7，048名 （有料入場人員 6，704名）
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