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26073 9月25日 曇 良 （4中京5） 第7日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

56 ロードアクア 牡6鹿 60 難波 剛健 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 484＋123：19．2 8．4�
811 ヴィーヴァバッカス 牡7栗 60 五十嵐雄祐芹澤 精一氏 相沢 郁 様似 清水スタッド 478＋ 2 〃 ハナ 3．3�
79 スーパーフェイバー 牡4黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋123：21．0大差 4．0�
11 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿60 平沢 健治 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 464＋ 23：21．42� 3．3�
68 シゲルタヌキ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 476＋ 83：22．35 80．1	
812� プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 B414－ 23：22．82� 26．1

33 � トーセンオリジン 牡5鹿 60 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋103：22．9� 118．0�
22 アンブローニュ 	5鹿 60 大江原 圭 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 23：23．32� 26．9�
44 リネンスイング 牡3黒鹿58 蓑島 靖典戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 446＋ 23：23．83 146．5
710 トーセンインパルス 牡4黒鹿60 石神 深一島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 10．7�
55 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 58 草野 太郎小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 488－ 43：24．97 70．7�
67 スペースクラフト 	6芦 60 西谷 誠 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋ 63：38．8大差 13．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，153，700円 複勝： 22，826，500円 枠連： 8，775，000円
馬連： 35，152，500円 馬単： 18，491，700円 ワイド： 29，173，100円
3連複： 68，245，200円 3連単： 78，262，000円 計： 279，079，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 140円 � 150円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 600円 �� 620円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 14，500円

票 数

単勝票数 計 181537 的中 � 17111（4番人気）
複勝票数 計 228265 的中 � 25047（4番人気）� 49440（2番人気）� 41758（3番人気）
枠連票数 計 87750 的中 （5－8） 6300（4番人気）
馬連票数 計 351525 的中 �� 17325（4番人気）
馬単票数 計 184917 的中 �� 4417（9番人気）
ワイド票数 計 291731 的中 �� 11812（5番人気）�� 11298（6番人気）�� 28625（2番人気）
3連複票数 計 682452 的中 ��� 26843（6番人気）
3連単票数 計 782620 的中 ��� 3911（55番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．1－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．17 東京1着

2016．4．8生 牡6鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円

26074 9月25日 曇 稍重 （4中京5） 第7日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25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

45 メイクザビート 牡2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 492＋ 21：54．8 1．8�
710 サンライズジーク 牡2鹿 54 坂井 瑠星�ライフハウス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490－ 61：55．12 3．7�
711 シゲルスナイパー 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか タガミファーム 508＋ 21：55．95 23．4�
57 サンテックス 牡2鹿 54 �島 克駿橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 510－ 61：57．49 11．1�
69 リュウノラファール 牡2鹿 54 藤岡 佑介蓑島 竜一氏 四位 洋文 新ひだか 飛野牧場 490＋ 21：57．72 108．4	
812 エレガントジェシー 牝2鹿 54

52 △松本 大輝鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 オリエント牧場 B444± 01：58．97 229．5

68 ニホンピロビート 牡2青鹿54 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 478＋ 41：59．53� 354．5�
813 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 454＋ 81：59．6� 82．0�
22 アラモードジェンヌ 牝2青鹿54 吉田 隼人福盛 訓之氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456± 02：00．02� 37．7
44 テイエムチョウテン 牡2鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム

牧場株式会社 510± 02：02．3大差 45．7�
56 テイエムリッキー 牡2青鹿54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 504－ 42：03．15 53．9�
33 マイネルサンテ 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 森永 聡 458－ 22：04．05 88．7�
11 メイショウコガシラ 牡2黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 478＋ 2 （競走中止） 7．6�
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売 得 金
単勝： 46，972，100円 複勝： 170，467，200円 枠連： 12，007，100円
馬連： 64，302，500円 馬単： 40，645，200円 ワイド： 68，529，300円
3連複： 113，151，100円 3連単： 168，177，200円 計： 684，251，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 280円 枠 連（4－7） 240円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 440円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 469721 的中 � 217058（1番人気）
複勝票数 計1704672 的中 � 1282329（1番人気）� 120757（2番人気）� 34305（5番人気）
枠連票数 計 120071 的中 （4－7） 37262（1番人気）
馬連票数 計 643025 的中 �� 163925（1番人気）
馬単票数 計 406452 的中 �� 62542（1番人気）
ワイド票数 計 685293 的中 �� 142973（1番人気）�� 34491（4番人気）�� 14890（11番人気）
3連複票数 計1131511 的中 ��� 59018（4番人気）
3連単票数 計1681772 的中 ��� 33926（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．0―13．1―13．5―12．6―12．8―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．5―49．6―1：03．1―1：15．7―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイクザビート �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ワークフォース デビュー 2022．6．5 中京2着

2020．5．15生 牡2鹿 母 カ ジ ノ ブ ギ 母母 ギミーシェルター 4戦1勝 賞金 11，400，000円
〔発走状況〕 メイショウコガシラ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 メイショウコガシラ号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウコガシラ号は，令和4年9月26日から令和4年10月25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〕 テイエムリッキー号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラモードジェンヌ号・テイエムチョウテン号・マイネルサンテ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和4年10月25日まで平地競走に出走できない。

第５回 中京競馬 第７日



26075 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走10時55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
1：20．4
1：20．1

良
良

34 モズライフセーバー 牡2青鹿54 吉田 隼人 �キャピタル・システム 清水 久詞 新冠 樋渡 志尚 472＋ 21：21．7 17．6�
47 フェステスバント 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 394－ 2 〃 ハナ 12．3�
611 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 460＋ 41：21．8� 4．9�
11 クリノグローリー 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 458－ 81：21．9� 21．1�
23 キングオブザナイル 牡2鹿 54 坂井 瑠星 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 浦河 �川 啓一 486＋ 61：22．1� 16．7�
713 ミルトクレイモー 牡2鹿 54 岩田 望来永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 490－ 21：22．2� 3．9	
59 クリノアグレッシブ 牡2青鹿54 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 安平 ゼットステーブル 482－ 8 〃 アタマ 7．1

35 ク ロ ス ジ ー 牡2鹿 54 富田 暁�コスモ・コスモ 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－101：22．3� 24．6�
610 エイシンネクタル 牡2黒鹿54 C．ルメール�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 446－ 4 〃 クビ 11．4�
58 ライジングホープ 牝2鹿 54 北村 友一 キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 410－ 21：22．5� 13．3�
814 ビービータンバム 牡2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 434＋ 21：22．71� 162．2�
712 ミ カ ヅ キ 牝2青鹿54 武 豊 �インゼルレーシング 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 462± 0 〃 ハナ 9．5�
22 ダンザンレーヴ 牝2青鹿54 �島 克駿 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 402＋101：24．29 112．6�
815 アリアージュ 牡2鹿 54 国分 優作 �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 440－ 61：24．83� 280．1�
46 シンゲンモッチーニ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈 コスモヴューファーム 加用 正 新ひだか ウエスタンファーム 446＋ 4 〃 ハナ 44．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，782，600円 複勝： 80，013，200円 枠連： 18，552，600円
馬連： 76，941，100円 馬単： 29，481，100円 ワイド： 82，355，200円
3連複： 133，697，000円 3連単： 114，248，400円 計： 585，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 530円 � 420円 � 200円 枠 連（3－4） 4，210円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 17，200円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，190円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 15，540円 3 連 単 ��� 113，000円

票 数

単勝票数 計 497826 的中 � 23921（9番人気）
複勝票数 計 800132 的中 � 35029（9番人気）� 45643（7番人気）� 122729（3番人気）
枠連票数 計 185526 的中 （3－4） 3413（18番人気）
馬連票数 計 769411 的中 �� 7606（32番人気）
馬単票数 計 294811 的中 �� 1285（72番人気）
ワイド票数 計 823552 的中 �� 8982（32番人気）�� 18126（12番人気）�� 11577（24番人気）
3連複票数 計1336970 的中 ��� 6451（61番人気）
3連単票数 計1142484 的中 ��� 733（424番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．7―46．3―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 3（6，13）（1，15）（7，8）（4，9）5（11，10）12（2，14） 4 3（6，13）1（7，8，15）4（5，9）11（12，10）（2，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズライフセーバー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2022．9．4 新潟8着

2020．3．29生 牡2青鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 キングオブザナイル号の騎手柴山雄一は，病気のため坂井瑠星に変更。
〔制裁〕 ナムラデュラン号の騎手秋山真一郎は，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：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリアージュ号・シンゲンモッチーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

10月25日まで平地競走に出走できない。

26076 9月25日 晴 稍重 （4中京5） 第7日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時25分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

33 ル ク ル ス 牡2栗 54 武 豊 �インゼルレーシング 松永 幹夫 日高 白井牧場 502 ―1：13．9 2．6�
88 ウイニンググレイス 牡2鹿 54

53 ☆小沢 大仁杉元 四男氏 松永 昌博 新冠 村上 進治 500 ―1：14．43 11．4�
55 タイコウフェイス 牝2鹿 54

51 ▲角田 大河 STレーシング 石橋 守 浦河 惣田 英幸 408 ―1：14．92� 41．2�
11 カンフーダンス 牝2青鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ― 〃 クビ 1．9�
66 ト モ ノ コ リ 牝2黒鹿54 �島 克駿共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 448 ―1：15．75 11．6	
22 カップケーキ 牝2鹿 54 藤懸 貴志小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社石川牧場 460 ―1：16．55 53．2

77 ラガーワンチーム 牡2芦 54

51 ▲大久保友雅奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 424 ―1：18．7大差 16．5�
44 モ テ オ 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 マリオステー
ブル 454 ―1：19．87 61．8�
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売 得 金
単勝： 48，469，900円 複勝： 45，443，900円 枠連： 発売なし
馬連： 47，980，600円 馬単： 31，346，900円 ワイド： 35，976，900円
3連複： 59，301，500円 3連単： 154，327，200円 計： 422，846，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 280円 � 690円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，020円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 484699 的中 � 153371（2番人気）
複勝票数 計 454439 的中 � 150733（2番人気）� 33868（3番人気）� 11276（6番人気）
馬連票数 計 479806 的中 �� 25526（6番人気）
馬単票数 計 313469 的中 �� 13033（5番人気）
ワイド票数 計 359769 的中 �� 23230（4番人気）�� 8806（11番人気）�� 3640（18番人気）
3連複票数 計 593015 的中 ��� 6358（15番人気）
3連単票数 計1543272 的中 ��� 5617（46番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．1―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．5―47．6―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．4
3 ・（1，3）－2，6－8－5＝（4，7） 4 ・（1，3）－（2，6）－8－5＝7，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ル ク ル ス 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．3．22生 牡2栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 モテオ号の騎手柴山雄一は，病気のため永島まなみに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モテオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月25日まで平地競走に出

走できない。



26077 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時15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
1：59．8
1：58．5

良
良

77 バロッサヴァレー 牝2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452 ―2：01．9 4．6�
33 シルヴァーアーマー 牡2芦 54 C．ルメール 池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 502 ―2：02．11� 1．9�
88 � マ ラ マ 牝2鹿 54 武 豊前田 幸大氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 446 ―2：02．95 19．2�
66 ヴァモスタイテー 牡2黒鹿54 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 浦河 三好牧場 494 ―2：03．11� 19．7�
55 ダノンクロム 牡2栗 54 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ― 〃 クビ 4．3	
44 エイシンセラフィム 牡2栗 54 富田 暁�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 500 ―2：03．2� 63．2

22 セ オ 牡2鹿 54 岩田 望来吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 472 ―2：03．62� 9．4�
11 プ レ リ オ ン 牡2鹿 54 団野 大成�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 458 ―2：04．13 52．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，993，800円 複勝： 47，001，900円 枠連： 発売なし
馬連： 52，679，600円 馬単： 32，665，100円 ワイド： 41，910，600円
3連複： 69，121，600円 3連単： 152，998，100円 計： 454，370，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 830円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，290円

票 数

単勝票数 計 579938 的中 � 103803（3番人気）
複勝票数 計 470019 的中 � 65854（3番人気）� 202811（1番人気）� 21820（6番人気）
馬連票数 計 526796 的中 �� 98429（1番人気）
馬単票数 計 326651 的中 �� 22293（4番人気）
ワイド票数 計 419106 的中 �� 56616（2番人気）�� 11391（12番人気）�� 18393（8番人気）
3連複票数 計 691216 的中 ��� 28580（7番人気）
3連単票数 計1529981 的中 ��� 13377（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―38．0―50．4―1：02．4―1：14．1―1：26．0―1：37．9―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バロッサヴァレー 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2020．3．24生 牝2鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26078 9月25日 晴 稍重 （4中京5） 第7日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ワンダーキサラ 牝3鹿 53
50 ▲角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 446＋ 21：24．8 8．0�

612 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 53
49 ★今村 聖奈ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 81：25．43� 6．2�

59 キャロライナリーパ 牝4黒鹿55 岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 クビ 3．8�
510 ア フ ァ ン 牝3栗 53 藤懸 貴志合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 488－ 21：25．5� 12．0�
713 ピュアカラー 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：25．81� 25．7	
35 タカラマドンナ 牝3黒鹿53 川又 賢治佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B446－ 41：25．9クビ 11．3

815 グラストンベリー 牝3鹿 53 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 422＋121：26．0� 33．3�
36 ルージュシェノン 牝3栗 53 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 452＋16 〃 アタマ 5．6�
714 ア ド ゥ ー ル 牝3鹿 53 太宰 啓介寺田 寿男氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 508－101：26．42� 140．4
12 � ジュリエットパール 牝4青鹿55 C．ルメール �ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 464＋ 61：26．5� 4．9�
23 � グロリアスアポイ 牝3鹿 53

50 ▲鷲頭 虎太髙野 葉子氏 千田 輝彦 様似 様似共栄牧場 484－ 4 〃 アタマ 121．3�
11 トゥーレツリー 牝3栗 53 �島 克駿 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 442－ 21：26．6� 25．1�
48 � ア ザ ル 牝4栗 55

51 ★永島まなみケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B446＋ 81：27．02� 93．9�
611 テーオーエルサ 牝4鹿 55 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 496＋161：27．63� 204．9�
24 バーグチャン 牝3黒鹿 53

52 ☆泉谷 楓真戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 416－ 21：28．98 143．9�
47 ミッキーレタス 牝3鹿 53

50 ▲大久保友雅野田みづき氏 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 488＋121：30．49 84．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，374，300円 複勝： 71，836，300円 枠連： 16，617，100円
馬連： 76，463，600円 馬単： 30，242，400円 ワイド： 80，396，300円
3連複： 125，275，000円 3連単： 121，876，200円 計： 574，081，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 200円 � 160円 枠 連（6－8） 2，130円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 670円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 16，000円

票 数

単勝票数 計 513743 的中 � 50752（5番人気）
複勝票数 計 718363 的中 � 61523（5番人気）� 89200（4番人気）� 134599（1番人気）
枠連票数 計 166171 的中 （6－8） 6038（10番人気）
馬連票数 計 764636 的中 �� 28594（7番人気）
馬単票数 計 302424 的中 �� 4853（18番人気）
ワイド票数 計 803963 的中 �� 29914（5番人気）�� 29582（6番人気）�� 52240（2番人気）
3連複票数 計1252750 的中 ��� 37618（3番人気）
3連単票数 計1218762 的中 ��� 5520（28番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．4―12．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．3―47．7―1：00．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーキサラ �
�
父 ザファクター �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．6 阪神2着

2019．3．1生 牝3鹿 母 ブルーボンボヤージ 母母 ステディプロスペクト 7戦2勝 賞金 16，720，000円
〔制裁〕 バーグチャン号の騎手泉谷楓真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。

タカラマドンナ号の騎手川又賢治は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・2番）
〔その他〕 バーグチャン号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーレタス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月25日まで平地競走

に出走できない。



26079 9月25日 晴 稍重 （4中京5） 第7日 第7競走 1，800�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

66 ク ロ ニ ク ル 牡3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 61：53．9 2．1�

811 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± 01：54．54 60．4�
11 インベルシオン 牡3鹿 54 �島 克駿前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 534＋ 81：54．92� 12．8�
79 ジョーコモド 牡3青鹿 54

51 ▲角田 大河上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 498＋201：55．32� 9．3�
55 ゲ ー テ �3鹿 54

53 ☆角田 大和�キーファーズ 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 472＋ 21：55．4� 138．3�
67 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 508－ 41：55．82� 13．6

33 ナッカーフェイス 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心 STレーシング 北出 成人 新冠 オリエント牧場 462＋14 〃 ハナ 7．2�
810 レイクリエイター 牡4芦 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 480＋ 8 〃 クビ 5．0�
22 オースミリン 牝3栗 52 幸 英明�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 434－101：57．18 27．1
78 ロンズデーライト 牡4鹿 57 坂井 瑠星 	シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 496－ 21：57．2� 7．7�
44 インジェニアス 牡3栗 54 富田 暁ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 01：58．47 158．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 57，718，100円 複勝： 69，580，700円 枠連： 12，205，300円
馬連： 79，857，500円 馬単： 36，744，200円 ワイド： 71，744，300円
3連複： 115，724，900円 3連単： 157，044，500円 計： 600，619，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 780円 � 380円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 760円 �� 6，220円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 69，170円

票 数

単勝票数 計 577181 的中 � 212881（1番人気）
複勝票数 計 695807 的中 � 213839（1番人気）� 16235（9番人気）� 37036（7番人気）
枠連票数 計 122053 的中 （6－8） 23388（1番人気）
馬連票数 計 798575 的中 �� 11447（23番人気）
馬単票数 計 367442 的中 �� 3594（30番人気）
ワイド票数 計 717443 的中 �� 10319（24番人気）�� 25573（9番人気）�� 2852（38番人気）
3連複票数 計1157249 的中 ��� 5948（50番人気）
3連単票数 計1570445 的中 ��� 1646（248番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．7―13．1―12．2―12．6―12．2―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．2―50．3―1：02．5―1：15．1―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4F51．4―3F38．8
1
3
1，8，3－6（2，4，10）5，7，11－9・（1，8，6）11（2，3，10）（7，5）4，9

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ニ ク ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．11．13 阪神7着

2019．4．10生 牡3鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 6戦2勝 賞金 17，000，000円
〔発走状況〕 ジョーコモド号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

26080 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7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

56 ヴェールランス 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436± 01：59．2 3．1�
11 サトノヴィーナス 牝5鹿 55 北村 友一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．3� 23．5�
57 ミクソロジー 牡3栗 54 坂井 瑠星江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 432＋ 4 〃 クビ 16．3�
813 ダノンジャッカル 牡3黒鹿54 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 456± 01：59．4� 2．4�
68 モズタンジロウ 牡3芦 54 �島 克駿 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 478－ 21：59．82� 42．3	
33 ヤマニンループ 牡3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 428－ 2 〃 ハナ 7．5

812 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 462＋ 21：59．9クビ 12．3�
45 セツメンノトビウオ 牡5芦 57 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 B456－ 22：00．32� 189．3�
44 テイエムシップ 牡3黒鹿54 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 518＋ 62：00．4� 23．4
711 ブラッドワイルド 牡3黒鹿54 団野 大成 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 クビ 20．1�
69 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 482＋ 22：01．25 17．2�
710 サンライズヘルメス 牡5鹿 57

55 △松本 大輝松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490± 02：01．3� 34．5�
22 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± 02：01．4� 294．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，091，200円 複勝： 79，170，200円 枠連： 18，814，300円
馬連： 94，830，600円 馬単： 39，581，000円 ワイド： 92，091，400円
3連複： 147，959，300円 3連単： 160，587，400円 計： 691，125，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 460円 � 420円 枠 連（1－5） 2，700円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 880円 �� 730円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 580912 的中 � 148273（2番人気）
複勝票数 計 791702 的中 � 149903（2番人気）� 39126（8番人気）� 43644（5番人気）
枠連票数 計 188143 的中 （1－5） 5383（12番人気）
馬連票数 計 948306 的中 �� 23323（13番人気）
馬単票数 計 395810 的中 �� 7275（16番人気）
ワイド票数 計 920914 的中 �� 27449（11番人気）�� 33599（6番人気）�� 6963（33番人気）
3連複票数 計1479593 的中 ��� 13433（29番人気）
3連単票数 計1605874 的中 ��� 3471（103番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―12．5―12．2―11．2―11．6―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．2―48．7―1：00．9―1：12．1―1：23．7―1：35．4―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェールランス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2021．10．2 中京1着

2019．3．25生 牡3鹿 母 ジ ュ エ ラ ー 母母 バルドウィナ 5戦2勝 賞金 19，840，000円



26081 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7日 第9競走 ��1，200�
ち た

知 多 特 別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 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

510� マッドクール 牡3芦 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 愛 Moyglare Stud
Farm Ltd 528± 01：07．7 1．5�

36 ワンダーカタリナ 牡5鹿 57 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 516＋ 21：07．8� 128．1�
48 カフジテトラゴン 牝3鹿 53 富田 暁加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 4 〃 アタマ 5．7�
11 メイショウハボタン 牝4鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 470＋181：07．9アタマ 44．0�
611 ド グ マ 牡3鹿 55 武 豊広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 468－ 61：08．0� 9．4	
59 シゲルカチョウ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 500＋ 21：08．21� 15．9

47 アルムファーツリー 牝4黒鹿55 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋18 〃 クビ 129．7�
713 ミズノコキュウ 牝3鹿 53 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 416－121：08．3クビ 42．4�

23 ララマカロン 牝4鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B480± 01：08．4� 94．8
（法942）

12 メイショウゲンセン 牝5青鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 448＋18 〃 ハナ 15．8�
714 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 57 藤岡 康太野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 500＋16 〃 クビ 50．8�
817 クァンタムレルム 牝4栗 55 角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋121：08．5クビ 79．6�
24 ウルトラソニック 牡4鹿 57 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 61：08．6� 69．6�
35 カーフライターク 牡5黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 38．2�
816 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 61：08．81 403．4�
815 ルミナスライン 牝4鹿 55 団野 大成 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 442－ 41：09．22� 139．5�
612 ダテボレアス 牡3鹿 55 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488± 01：09．62� 22．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 77，505，000円 複勝： 130，591，800円 枠連： 31，463，900円
馬連： 138，891，600円 馬単： 64，398，400円 ワイド： 139，591，200円
3連複： 244，678，000円 3連単： 290，254，600円 計： 1，117，374，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，290円 � 150円 枠 連（3－5） 2，170円

馬 連 �� 9，030円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 220円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 11，270円 3 連 単 ��� 53，360円

票 数

単勝票数 計 775050 的中 � 400467（1番人気）
複勝票数 計1305918 的中 � 565756（1番人気）� 11676（15番人気）� 197410（2番人気）
枠連票数 計 314639 的中 （3－5） 11215（7番人気）
馬連票数 計1388916 的中 �� 11914（23番人気）
馬単票数 計 643984 的中 �� 4161（27番人気）
ワイド票数 計1395912 的中 �� 10627（28番人気）�� 209743（1番人気）�� 5680（51番人気）
3連複票数 計2446780 的中 ��� 16274（32番人気）
3連単票数 計2902546 的中 ��� 3943（143番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．0―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―44．7―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．0
3 ・（9，10）12（2，4）（3，8）（11，13）（7，15）（1，14）17，6（5，16） 4 9（10，12）（2，4）（3，8）（11，13）7（14，15）1（6，17）16，5

勝馬の
紹 介

�マッドクール �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2022．1．23 中京3着

2019．3．29生 牡3芦 母 Mad About You 母母 Irresistible Jewel 5戦3勝 賞金 34，563，000円

26082 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7日 第10競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，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

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 ファシネートゼット 牝5栗 55 北村 友一吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋101：23．6 24．5�
510 ヴァルキュリア 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 5．6�
816 ゴールドパラディン 牡5栗 57 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：23．81 2．8�
714 レディオマジック 牡5黒鹿57 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 492＋ 21：24．22� 37．7�
23 ホッコーハナミチ 	4鹿 57 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 B472－161：24．31 46．9	
36 ナンヨーアイボリー 牝4鹿 55 泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B430＋141：24．72� 8．8

47 スズカカナロア 牡6鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 86．5�
24 シェパードボーイ 牡6黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442± 01：24．8� 36．4�
48 ブ ッ チ ー ニ 牝6白 55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 9．5
35 プエルタデルソル 牡8栗 57 斎藤 新前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 6 〃 ハナ 72．0�
815 トウカイオラージュ 牡6栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 502＋101：25．01 25．2�
59 スズカコーズマンボ 牡5鹿 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：25．1クビ 66．4�
611 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 504± 01：25．21 7．2�
12 タイセイシェダル 牡4栗 57 
島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 456＋ 41：25．4� 14．5�
713 キ ミ ワ テ ル 牡4栗 57 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 508＋121：25．93 20．5�
11 ヴァーチャリティ 牝4鹿 55 松田 大作�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 458＋101：26．53� 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，239，000円 複勝： 121，802，900円 枠連： 38，121，300円
馬連： 185，811，500円 馬単： 66，384，100円 ワイド： 160，328，200円
3連複： 307，636，500円 3連単： 287，916，800円 計： 1，244，240，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 480円 � 180円 � 150円 枠 連（5－6） 1，480円

馬 連 �� 6，780円 馬 単 �� 16，520円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 800円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 57，690円

票 数

単勝票数 計 762390 的中 � 24886（9番人気）
複勝票数 計1218029 的中 � 47312（9番人気）� 179153（2番人気）� 269377（1番人気）
枠連票数 計 381213 的中 （5－6） 19935（6番人気）
馬連票数 計1858115 的中 �� 21223（22番人気）
馬単票数 計 663841 的中 �� 3013（54番人気）
ワイド票数 計1603282 的中 �� 19519（22番人気）�� 50544（6番人気）�� 100770（1番人気）
3連複票数 計3076365 的中 ��� 50912（8番人気）
3連単票数 計2879168 的中 ��� 3618（167番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．9―58．9―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファシネートゼット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．6 中京1着

2017．1．17生 牝5栗 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 22戦4勝 賞金 66，222，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26083 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7日 第11競走 ��
��2，200�第70回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （菊花賞トライアル） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

47 ジャスティンパレス 牡3青鹿56 �島 克駿三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：11．1 11．0�
36 ヤマニンゼスト 牡3鹿 56 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 494－122：11．73� 84．3�
12 ボルドグフーシュ 牡3栗 56 吉田 隼人 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 496＋ 62：11．8� 8．3�
612 ジュンブロッサム 牡3黒鹿56 坂井 瑠星河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 11．1�
35 ヴェローナシチー 牡3芦 56 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 498± 02：11．9クビ 8．1	
11 リカンカブール 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ラ・メール 田中 克典 浦河 辻 牧場 492＋ 42：12．0� 37．4

611 パラレルヴィジョン 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：12．21	 2．9�
714 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 456－ 2 〃 クビ 4．0�
713 ビーアストニッシド 牡3黒鹿56 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 456－ 62：12．3
 27．0
816 アスクワイルドモア 牡3黒鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464± 02：12．5
 17．3�
510 レヴァンジル 牡3黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 22．4�
24 コントゥラット 牡3鹿 56 北村 友一牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 160．3�
817 サンセットクラウド 牡3芦 56 幸 英明前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋102：12．6� 147．8�
48 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 440－122：13．02� 119．5�
59 サトノヘリオス 牡3鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 82：13．53 26．8�
815 アイキャンドウイッ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 442－102：13．92� 212．7�
23 ミスターホワイト 牡3芦 56 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498－ 82：20．5大差 227．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 305，799，600円 複勝： 399，889，300円 枠連： 122，238，200円
馬連： 792，743，100円 馬単： 280，459，300円 ワイド： 621，315，300円
3連複： 1，571，273，000円 3連単： 1，804，677，800円 計： 5，898，395，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 380円 � 1，570円 � 280円 枠 連（3－4） 4，110円

馬 連 �� 37，540円 馬 単 �� 63，220円

ワ イ ド �� 8，570円 �� 1，420円 �� 6，260円

3 連 複 ��� 70，330円 3 連 単 ��� 453，670円

票 数

単勝票数 計3057996 的中 � 220595（5番人気）
複勝票数 計3998893 的中 � 279600（6番人気）� 58071（12番人気）� 414863（4番人気）
枠連票数 計1222382 的中 （3－4） 23011（19番人気）
馬連票数 計7927431 的中 �� 16363（62番人気）
馬単票数 計2804593 的中 �� 3327（120番人気）
ワイド票数 計6213153 的中 �� 18392（59番人気）�� 116416（18番人気）�� 25255（52番人気）
3連複票数 計15712730 的中 ��� 16756（159番人気）
3連単票数 計18046778 的中 ��� 2884（918番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．4―12．6―12．7―12．5―12．3―11．6―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．3―34．7―47．3―1：00．0―1：12．5―1：24．8―1：36．4―1：47．8―1：59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7
1
3
1－3，8（7，12）9（4，14，15）（11，13，17）（6，5）－（2，10）16
1（3，8）（7，9，12）10（4，14，13，15，17）（6，11，5，2）16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンパレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2021．9．12 中京1着

2019．4．12生 牡3青鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 6戦3勝 賞金 100，723，000円
〔制裁〕 ヴェローナシチー号の騎手団野大成は，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：15番）

プラダリア号の騎手池添謙一は，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：13番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジャスティンパレス号・ヤマニンゼスト号・ボルドグフーシュ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月25日 晴 良 （4中京5） 第7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
1：09．1
1：08．4

重
不良

47 フ ル ム 牡3黒鹿55 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 470－ 21：11．6 4．1�
59 コーリングローリー 牡5栗 57 斎藤 新伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 462－ 21：12．24 59．9�
36 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈 �ニッシンホール
ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 426＋ 61：12．3クビ 2．5�

11 アイスリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476＋14 〃 アタマ 6．9�
714 サクセスリボーン 牡5黒鹿 57

56 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 506－ 4 〃 クビ 151．9�
611 ジューンステータス 牡6青鹿57 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B496－121：12．4� 15．3	
48 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿 57

56 ☆角田 大和安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 490＋ 81：12．5クビ 34．9

35 ミッキーマインド 牡7鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 470－ 4 〃 アタマ 58．2�
23 カネコメアサヒ 牡6栗 57 川又 賢治髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B442＋ 2 〃 アタマ 48．5�
612 エールソヴール 牝4黒鹿55 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 アタマ 12．1
816 コ ウ バ コ 牝4栗 55 幸 英明増田江利子氏 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 490－ 21：12．71 47．8�
815� クリノカサット 牝7栗 55

52 ▲鷲頭 虎太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 472＋201：12．8クビ 178．2�
713 イチザウイナー 牡3鹿 55

52 ▲服部 寿希奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝
一郎 458＋ 2 〃 アタマ 116．6�

510� チャーミングアクト 牝5鹿 55
51 ★永島まなみ橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 4 〃 アタマ 21．5�
12 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 466＋ 61：13．33 13．0�
24 ゲンパチミーティア �4鹿 57 坂井 瑠星平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 470＋ 41：13．61	 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，239，300円 複勝： 117，854，500円 枠連： 46，103，500円
馬連： 181，129，900円 馬単： 75，878，700円 ワイド： 166，011，700円
3連複： 305，781，300円 3連単： 341，060，000円 計： 1，337，058，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 670円 � 150円 枠 連（4－5） 3，450円

馬 連 �� 11，390円 馬 単 �� 17，490円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 330円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 90，140円

票 数

単勝票数 計1032393 的中 � 199995（2番人気）
複勝票数 計1178545 的中 � 226608（2番人気）� 30060（11番人気）� 250022（1番人気）
枠連票数 計 461035 的中 （4－5） 10328（13番人気）
馬連票数 計1811299 的中 �� 12315（38番人気）
馬単票数 計 758787 的中 �� 3253（55番人気）
ワイド票数 計1660117 的中 �� 13190（39番人気）�� 146664（1番人気）�� 14827（32番人気）
3連複票数 計3057813 的中 ��� 19535（37番人気）
3連単票数 計3410600 的中 ��� 2743（293番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ル ム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2021．6．27 東京3着

2019．4．17生 牡3黒鹿 母 サンタテレサ 母母 ア ビ ラ 11戦3勝 賞金 34，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミラクル号
（非抽選馬） 1頭 テーオーポシブル号

４レース目



（4中京5）第7日 9月25日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

294，060，000円
31，300，000円
2，730，000円
35，470，000円
72，541，000円
5，452，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
951，338，600円
1，356，478，400円
324，898，300円
1，826，784，100円
746，318，100円
1，589，423，500円
3，261，844，400円
3，831，430，200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 13，888，515，600円

総入場人員 11，907名 （有料入場人員 11，478名）
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