
2608510月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；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

611 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± 01：26．1 5．8�
815 マヴォロンテ 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－101：26．31 8．6�
46 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 488＋ 21：27．15 1．5�
47 カタリナマリー 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈岡 浩二氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 464＋ 21：27．52� 20．6�
59 ジョウショーポーラ 牝2鹿 54 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 454± 01：28．03 288．7�
11 モンテナルス 牝2青鹿54 北村 友一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B428－ 21：28．31� 98．4	
814 ラガープリンセス 牝2鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 394＋101：28．72� 42．5

610 メーテルコート 牝2鹿 54 幸 英明�ヤナガワ牧場 加用 正 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：28．8� 15．4�
34 スカイラピス 牝2栗 54 �島 克駿小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 406＋ 21：28．9� 131．1�
23 アカリチャン 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大河北側 雅勝氏 長谷川浩大 日高 株式会社
目黒牧場 438－ 21：29．21� 214．9

58 グレイシャスオーラ 牝2栗 54
52 △松本 大輝岡田 牧雄氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 21：29．52 102．9�

712 ミ ン ク ス 牝2鹿 54 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 402－ 81：29．6クビ 157．7�
22 フローラルハニー 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 460± 01：29．81� 21．3�
713 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 454－ 41：30．01� 25．7�
35 ケイパラパデオ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ中西 桂子氏 本田 優 新冠 村上 進治 414＋ 2 〃 ハナ 334．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，934，500円 複勝： 141，106，100円 枠連： 11，761，900円
馬連： 59，403，800円 馬単： 35，484，500円 ワイド： 62，464，000円
3連複： 104，581，800円 3連単： 137，312，300円 計： 598，048，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 540円 �� 180円 �� 280円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 459345 的中 � 66768（2番人気）
複勝票数 計1411061 的中 � 90019（2番人気）� 78991（3番人気）� 1012110（1番人気）
枠連票数 計 117619 的中 （6－8） 6541（6番人気）
馬連票数 計 594038 的中 �� 23466（7番人気）
馬単票数 計 354845 的中 �� 6270（13番人気）
ワイド票数 計 624640 的中 �� 24071（7番人気）�� 106849（1番人気）�� 54330（2番人気）
3連複票数 計1045818 的中 ��� 108277（1番人気）
3連単票数 計1373123 的中 ��� 12741（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．5―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ア リ ー �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．8．28 小倉4着

2020．1．30生 牝2鹿 母 スイングサンデー 母母 スイングバイ 3戦1勝 賞金 7，080，000円

2608610月1日 晴 良 （4中京5） 第8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

44 ビップクロエ 牝2鹿 54 和田 竜二鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 454－ 22：01．4 14．9�
66 ラバタンシン 牡2黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 486＋ 42：01．82� 6．1�
89 ガルヴァナイズ 牡2鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 4．9�
77 ラミアストラーダ 牡2鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 田中 克典 日高 木村牧場 452＋ 22：01．9クビ 36．9�
22 オメガリッチマン 牡2鹿 55 横山 典弘原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 434＋ 42：02．11� 25．8�
11 アウローラシエル 牡2鹿 55 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 日高 田端牧場 482＋ 8 〃 クビ 8．3	
810 ツージーフェイス 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈 STレーシング 四位 洋文 新冠 ハクレイファーム 440－ 22：02．2クビ 3．2

55 ディオファントス 牡2青鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490－ 22：03．05 3．9�
78 リ コ ル ド 牝2黒鹿54 国分 恭介鈴木 真氏 茶木 太樹 浦河 高岸 順一 496－ 42：03．21� 185．6�
33 ジャッドノワール 牝2鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444＋122：03．3クビ 169．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，616，100円 複勝： 56，289，200円 枠連： 9，902，300円
馬連： 59，133，500円 馬単： 28，714，400円 ワイド： 52，369，400円
3連複： 84，797，300円 3連単： 115，524，700円 計： 451，346，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 330円 � 220円 � 170円 枠 連（4－6） 3，920円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 8，620円

ワ イ ド �� 840円 �� 780円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 40，240円

票 数

単勝票数 計 446161 的中 � 25285（6番人気）
複勝票数 計 562892 的中 � 37791（6番人気）� 67823（4番人気）� 96733（3番人気）
枠連票数 計 99023 的中 （4－6） 1957（12番人気）
馬連票数 計 591335 的中 �� 14267（14番人気）
馬単票数 計 287144 的中 �� 2498（33番人気）
ワイド票数 計 523694 的中 �� 15526（13番人気）�� 16966（11番人気）�� 29528（7番人気）
3連複票数 計 847973 的中 ��� 15552（16番人気）
3連単票数 計1155247 的中 ��� 2081（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．9―50．2―1：02．9―1：14．9―1：26．5―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビップクロエ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Charismatic デビュー 2022．8．6 新潟4着

2020．2．16生 牝2鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ディオファントス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ディオファントス号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

第５回 中京競馬 第８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

追 加 記 事（第 5回中京競馬第 5日第 4競走）
〔その他〕　　レイジングウェイブ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



2608710月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走10時55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
1：51．2
1：50．9

重
不良

56 プ ラ ー ヴ ィ 牡2栗 55 松山 弘平長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：55．0 3．5�
67 ロイガヴェーグル 牡2鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 436 ―1：55．53 11．5�
68 ピエナパイロ 牝2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 日高 沖田牧場 466 ―1：55．81� 7．2�
55 メイショウジェンマ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 472 ―1：56．33 25．9�
811 アイファーテイオー 牡2黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 430 ―1：57．79 48．2�
79 ヘヴンズタイム 牡2芦 55 和田 竜二	ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：57．8クビ 24．1

44 ルクスシュナイダー 牡2芦 55

54 ☆小沢 大仁	ルクス 村山 明 新ひだか 静内山田牧場 492 ―1：59．07 53．4�
33 クリノトンイ 牝2栗 54

50 ★永島まなみ栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 446 ― 〃 ハナ 63．8�
710 ヤマニンブルトンヌ 牝2栗 54 富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 468 ―2：00．27 91．9
812� ゴールデンマイク 牡2栗 55 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 CHC Inc 492 ―2：00．41� 5．8�
22 アスターチェンチ 牡2栗 55 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 508 ―2：00．5� 4．1�
11 � レッドカフラー 牡2鹿 55 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 矢作 芳人 米 Kinsman

Farm 494 ―2：01．77 8．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，390，200円 複勝： 43，773，200円 枠連： 9，417，500円
馬連： 45，381，600円 馬単： 21，383，000円 ワイド： 40，345，500円
3連複： 65，477，200円 3連単： 73，142，300円 計： 336，310，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 260円 � 180円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 690円 �� 490円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計 373902 的中 � 89239（1番人気）
複勝票数 計 437732 的中 � 96020（1番人気）� 35387（6番人気）� 61381（4番人気）
枠連票数 計 94175 的中 （5－6） 10718（1番人気）
馬連票数 計 453816 的中 �� 17723（9番人気）
馬単票数 計 213830 的中 �� 4870（13番人気）
ワイド票数 計 403455 的中 �� 14938（8番人気）�� 21945（5番人気）�� 12179（12番人気）
3連複票数 計 654772 的中 ��� 13245（11番人気）
3連単票数 計 731423 的中 ��� 3215（48番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．6―13．4―12．8―12．8―13．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．5―50．9―1：03．7―1：16．5―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3

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

・（10，11）7（2，6，9）（8，1）3－（4，5）＝12・（11，7）（10，6，9）8，5－（4，1）2，3＝12
勝馬の
紹 介

プ ラ ー ヴ ィ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2020．2．15生 牡2栗 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロイガヴェーグル号の騎手�島克駿は，4コーナーで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・6番・9

番）
ロイガヴェーグル号の騎手�島克駿は，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30，000円。（被害馬：6
番）

〔調教再審査〕 ゴールデンマイク号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドカフラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月1日まで平地競走

に出走できない。

2608810月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第4競走 1，400�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

713 ロードアラビアン 牡3鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか タガミファーム 520＋221：24．2 2．8�
11 サクセスローレル 牡3鹿 55 池添 謙一�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 514＋121：24．73 4．0�
36 メイショウトール 牡3鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 470－ 41：24．91� 41．2�
23 トランキリテ 牡3鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：25．21� 7．9�
612 エトワールジェンヌ 牝3鹿 53

49 ★永島まなみ福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 502－ 41：25．3� 82．1	
12 ジューンヨシツネ 牡3栗 55

53 △松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 61：25．4クビ 35．9

816 キムケンリアン 牝3青 53

49 ★古川 奈穂木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 430＋ 41：25．61� 32．6�
714 カズカポレイ 牡4鹿 57 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 5．9�
47 テイエムファルコン 牡5栗 57 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 510＋ 81：25．91� 12．8
35 レイワプリンセス 牝4栗 55 富田 暁菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 514＋241：26．0クビ 130．4�
510 サンエルセントロ 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 シンボリ牧場 474＋121：26．21� 34．6�
24 グレアミラージュ 牡5鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 472＋ 2 〃 クビ 80．0�
48 バンドールロゼ 牡3栗 55

54 ☆小沢 大仁 �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± 01：26．41� 33．8�

815 ルージュルミナス 牝3芦 53 和田 竜二 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋401：27．03� 13．9�
611 テイクザワールド 牡3鹿 55 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 448＋ 61：27．21� 129．8�
59 リッキーヤスオカ 牡3栗 55 北村 友一 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 クビ 38．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，062，700円 複勝： 66，578，300円 枠連： 15，017，600円
馬連： 65，139，600円 馬単： 26，383，400円 ワイド： 70，226，800円
3連複： 103，885，700円 3連単： 96，434，000円 計： 487，728，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 � 650円 枠 連（1－7） 460円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，000円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 440627 的中 � 123558（1番人気）
複勝票数 計 665783 的中 � 140000（1番人気）� 106084（2番人気）� 18723（10番人気）
枠連票数 計 150176 的中 （1－7） 25187（1番人気）
馬連票数 計 651396 的中 �� 65650（1番人気）
馬単票数 計 263834 的中 �� 14354（2番人気）
ワイド票数 計 702268 的中 �� 51928（1番人気）�� 8543（19番人気）�� 5558（35番人気）
3連複票数 計1038857 的中 ��� 8697（23番人気）
3連単票数 計 964340 的中 ��� 2666（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．6―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードアラビアン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．3．5 阪神1着

2019．3．12生 牡3鹿 母 フェイズシフト 母母 レイオブライト 4戦2勝 賞金 14，800，000円



2608910月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第5競走 ��1，600�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
1：33．1
1：32．3

良
良

813 ダノンタッチダウン 牡2鹿 55 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 532 ―1：36．4 2．3�
610 ベルビューポイント 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 438 ―1：36．6� 3．5�
46 サンライズプルート 牡2黒鹿55 池添 謙一�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：36．81� 8．8�
34 ジョーシーゲル 牝2鹿 54

52 △松本 大輝上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 474 ―1：36．9� 117．7�
58 ムーンプローブ 牝2鹿 54 北村 友一吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 472 ― 〃 ハナ 14．3	
22 テクノゴールド 牡2栗 55 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 静内フアーム 490 ―1：37．01 6．5

11 ツ ク ヨ ミ 牡2鹿 55 松山 弘平ゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：37．32 35．3�
814 リスクテイカー 牝2黒鹿54 石川裕紀人ゴドルフィン 吉岡 辰弥 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ― 〃 ハナ 177．3�
711 ハイインザスカイ 牡2鹿 55 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 ナカノファーム 484 ―1：37．61� 88．2
712 ドーバーファルコン 牡2栗 55

51 ★今村 聖奈嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：37．81� 39．8�
69 ア イ ヤ ナ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大河水野 淳氏 高橋 義忠 日高 戸川牧場 436 ―1：37．9� 204．5�
57 ロードパレス 牡2鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 456 ― 〃 ハナ 26．4�
45 タガノルークス 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454 ―1：38．11 144．1�

33 フェアリーハイ 牝2青鹿54 和田 竜二水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 480 ―1：38．52� 104．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，592，100円 複勝： 51，961，200円 枠連： 11，544，800円
馬連： 57，896，400円 馬単： 30，270，100円 ワイド： 55，264，600円
3連複： 84，126，300円 3連単： 106，455，200円 計： 453，110，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 555921 的中 � 201179（1番人気）
複勝票数 計 519612 的中 � 133093（1番人気）� 119371（2番人気）� 61971（4番人気）
枠連票数 計 115448 的中 （6－8） 22579（1番人気）
馬連票数 計 578964 的中 �� 110722（1番人気）
馬単票数 計 302701 的中 �� 34258（1番人気）
ワイド票数 計 552646 的中 �� 79212（1番人気）�� 33782（4番人気）�� 31899（5番人気）
3連複票数 計 841263 的中 ��� 58761（2番人気）
3連単票数 計1064552 的中 ��� 26559（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．8―49．5―1：02．0―1：13．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンタッチダウン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dansili 初出走

2020．3．29生 牡2鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ジョーシーゲル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2609010月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第6競走 ��2，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45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
2：09．0
2：09．0

良
良

35 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 55
52 ▲角田 大河�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 474± 02：12．4 7．4�

12 � エスポワールミノル 牡5鹿 57 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 516－202：12．61� 13．4�
816 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 432＋ 22：12．7� 2．7�
713 エニシノウタ 牝4黒鹿55 福永 祐一岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 458＋ 22：13．02 4．6�
510� ジューンサクラ 牝4黒鹿55 団野 大成吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 436＋ 42：13．1クビ 349．7�
612 タイミングハート 牡5黒鹿57 菱田 裕二�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B446＋ 42：13．2� 14．5	
36 	 メイショウケイガン 牡3芦 54 松山 弘平松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 514＋ 42：13．31 5．7

611 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± 02：13．4クビ 112．1�
47 ロックグラス 
5鹿 57 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466＋ 42：13．5� 212．4�
48 ミッキーワンダー 牡3青鹿54 岩田 望来野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 クビ 27．5
714 マンオブカレッジ 
4芦 57 松田 大作ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 522－ 62：13．6クビ 76．4�
815 メ ト セ ラ 牡3黒鹿54 �島 克駿�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 11．3�
59 シエラネバダ 
7芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－102：13．7クビ 100．5�
11 エ バ ー マ ノ 牝5黒鹿 55

51 ★今村 聖奈宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 482± 02：13．81 79．5�
23 アールチャレンジ 牡3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 42：13．9クビ 23．0�
24 アンノウンウォリア 牡3黒鹿54 藤懸 貴志�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466± 02：14．64 173．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，826，200円 複勝： 71，486，000円 枠連： 15，960，500円
馬連： 66，585，900円 馬単： 26，962，800円 ワイド： 70，377，900円
3連複： 109，076，700円 3連単： 106，446，100円 計： 513，722，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 380円 � 140円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 9，100円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 550円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 43，990円

票 数

単勝票数 計 468262 的中 � 50429（4番人気）
複勝票数 計 714860 的中 � 87769（3番人気）� 36014（7番人気）� 180104（1番人気）
枠連票数 計 159605 的中 （1－3） 7802（6番人気）
馬連票数 計 665859 的中 �� 10743（19番人気）
馬単票数 計 269628 的中 �� 2220（35番人気）
ワイド票数 計 703779 的中 �� 11716（20番人気）�� 34765（5番人気）�� 17525（12番人気）
3連複票数 計1090767 的中 ��� 15933（15番人気）
3連単票数 計1064461 的中 ��� 1754（136番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―13．0―12．9―12．4―11．9―11．9―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．4―48．4―1：01．3―1：13．7―1：25．6―1：37．5―1：49．0―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘネラルカレーラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．7．18 阪神2着

2018．4．25生 牝4鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 15戦2勝 賞金 31，686，000円



2609110月1日 晴 良 （4中京5） 第8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

610 ボルザコフスキー 牡3黒鹿55 松山 弘平犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 506＋ 81：33．5 5．0�
22 スーサンアッシャー 牡3鹿 55 横山 典弘林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 460＋ 6 〃 クビ 2．7�
69 ポ ー カ ー 牡3黒鹿55 池添 謙一石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 448－ 41：33．6� 6．9�
46 ジ ャ マ ン 牝3黒鹿 53

49 ★永島まなみ奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 480＋261：33．81� 4．7�
11 タウゼントシェーン 牝4青 55

51 ★古川 奈穂 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 428＋ 41：34．01� 56．5�
813 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± 0 〃 アタマ 30．3

33 メイショウイヌワシ 牡3鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468＋101：34．31� 19．4�
34 デルマグレムリン 牡3栗 55 幸 英明浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444＋10 〃 ハナ 24．4�
57 � クワイエット 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 	YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B456－ 21：34．4クビ 203．2
45 ブレーヴジャッカル 牡4栗 57 �島 克駿 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：34．71� 23．5�
712 サウンドクレア 牝3鹿 53 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440＋ 21：35．02 105．7�
711 ミッキーフローガ 牡3青鹿55 岩田 望来野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．21� 33．7�
814 オラヴェリタス 牡3黒鹿 55

51 ★今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B504＋ 61：36．15 9．9�
（13頭）

58 アストロフィライト 牝3鹿 53 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，303，000円 複勝： 75，831，300円 枠連： 15，928，700円
馬連： 73，005，900円 馬単： 30，595，600円 ワイド： 75，647，700円
3連複： 111，454，800円 3連単： 115，259，300円 計： 550，026，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 523030 的中 � 83575（3番人気）
複勝票数 計 758313 的中 � 127087（2番人気）� 202351（1番人気）� 95336（3番人気）
枠連票数 計 159287 的中 （2－6） 28341（1番人気）
馬連票数 計 730059 的中 �� 78475（1番人気）
馬単票数 計 305956 的中 �� 15121（3番人気）
ワイド票数 計 756477 的中 �� 74539（1番人気）�� 39260（5番人気）�� 55660（2番人気）
3連複票数 計1114548 的中 ��� 58992（1番人気）
3連単票数 計1152593 的中 ��� 11262（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．6―47．4―59．0―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボルザコフスキー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Orpen デビュー 2022．1．8 中京5着

2019．2．10生 牡3黒鹿 母 ベ ラ ル ー サ 母母 Balcarce 9戦2勝 賞金 21，670，000円
〔出走取消〕 アストロフィライト号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

2609210月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第8競走 ��1，900�3歳以上2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 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
1：54．7
1：53．7

重
不良

11 ト ウ セ ツ 牡3芦 55 藤岡 康太中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 22：00．2 1．6�

611 シゲルバクハツ 牡4栗 57
53 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 22：00．3� 12．9�

22 ワセダハーツ 牡4栗 57 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 434＋102：00．51� 28．6�
35 マルモリスペシャル 牡3鹿 55 菱田 裕二山下 繁美氏 大橋 勇樹 新冠 佐藤 義紀 530＋ 22：00．92	 15．2�
815 メイショウコジョウ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 466－ 62：01．0クビ 16．5�
814 ダッシュダクラウン 
4青鹿57 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B466＋12 〃 クビ 6．4�
34 ペイシャオウユー 牝4栗 55 古川 吉洋北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 468－102：01．1	 118．9	
712 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 松山 弘平小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 504＋ 82：01．31� 7．4

46 アイスヴィスタ 牝5芦 55

53 △松本 大輝村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478－ 22：01．51 30．9�
610 サワヤカコーズサン 
4栗 57 国分 恭介永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 456＋ 6 〃 クビ 89．9�
58 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 452＋ 22：01．71� 72．4
713 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 三浦 皇成福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 518＋ 62：01．8� 57．3�
23 � ブ ル レ ス カ 牝4栗 55

51 ★今村 聖奈前田 幸治氏 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋122：01．9クビ 45．8�

47 ファーストソリスト 牝4黒鹿55 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 490＋ 42：02．53	 182．2�
59 レッドエンヴィー 牡6鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B504± 02：02．6	 51．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，618，500円 複勝： 95，986，000円 枠連： 18，678，700円
馬連： 81，186，400円 馬単： 41，398，500円 ワイド： 88，235，200円
3連複： 135，032，900円 3連単： 175，253，300円 計： 686，389，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 370円 枠 連（1－6） 850円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 470円 �� 670円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 506185 的中 � 240296（1番人気）
複勝票数 計 959860 的中 � 453072（1番人気）� 56341（4番人気）� 37018（6番人気）
枠連票数 計 186787 的中 （1－6） 16921（3番人気）
馬連票数 計 811864 的中 �� 69281（3番人気）
馬単票数 計 413985 的中 �� 30005（3番人気）
ワイド票数 計 882352 的中 �� 51455（3番人気）�� 33988（7番人気）�� 9900（23番人気）
3連複票数 計1350329 的中 ��� 19859（15番人気）
3連単票数 計1752533 的中 ��� 10742（30番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―11．7―14．0―12．9―12．1―12．1―12．4―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．8―30．5―44．5―57．4―1：09．5―1：21．6―1：34．0―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト ウ セ ツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．12．19 阪神2着

2019．4．19生 牡3芦 母 ピ エ リ ー ナ 母母 バイラリーナ 8戦3勝 賞金 37，574，000円



2609310月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第9競走 ��
��1，400�ヤ マ ボ ウ シ 賞

発走14時25分 （ダート・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．0

稍重
重

55 オマツリオトコ 牡2芦 55 松山 弘平是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋ 41：24．3 3．5�
22 ス ク ー バ ー 牡2栗 55 岩田 望来�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 476＋ 21：24．61� 2．7�
11 ルーカスミノル 牡2青鹿55 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 日高 本間牧場 506－ 41：24．81� 12．2�
89 エミサキホコル 牡2黒鹿55 藤岡 康太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 470＋101：25．11	 15．6�
33 モ ル チ ャ ン 牝2栗 54 三浦 皇成 TNレーシング 武井 亮 平取 坂東牧場 486＋ 61：25．31� 4．7�
88 
 アドバンスファラオ 牡2栗 55 松本 大輝久保田典秀氏 森 秀行 米

John D. Gunther
& American
Pharoah Syndicate

472± 01：25．62 9．1	
44 マルモリキング 牡2黒鹿55 富田 暁山下 繁美氏 大橋 勇樹 浦河 村中牧場 518± 01：25．7	 24．2

77 イナウィンク 牡2鹿 55 福永 祐一岡田 牧雄氏 新谷 功一 浦河 �川フアーム 424－ 41：26．44 55．1�
66 ド ラ イ グ 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 白井牧場 458－ 21：27．03	 57．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 72，017，500円 複勝： 75，418，600円 枠連： 12，892，400円
馬連： 87，384，800円 馬単： 42，814，700円 ワイド： 71，073，300円
3連複： 123，078，400円 3連単： 209，508，200円 計： 694，187，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 220円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 700円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 720175 的中 � 170281（2番人気）
複勝票数 計 754186 的中 � 151779（2番人気）� 207496（1番人気）� 61506（5番人気）
枠連票数 計 128924 的中 （2－5） 18712（1番人気）
馬連票数 計 873848 的中 �� 140703（1番人気）
馬単票数 計 428147 的中 �� 33120（2番人気）
ワイド票数 計 710733 的中 �� 86130（1番人気）�� 23520（11番人気）�� 31464（8番人気）
3連複票数 計1230784 的中 ��� 53696（5番人気）
3連単票数 計2095082 的中 ��� 25346（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．0―12．0―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．4―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オマツリオトコ 
�
父 ヴィットリオドーロ 

�
母父 スマートボーイ デビュー 2022．6．18 函館1着

2020．1．31生 牡2芦 母 マツリバヤシ 母母 サウンドカーニバル 3戦2勝 賞金 25，355，000円

2609410月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第10競走 ��
��2，000�

せきがはら

関ケ原ステークス
発走15時00分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

714 サンテローズ 牝5栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 530＋101：59．0 6．8�
713 カレンルシェルブル 牡4鹿 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 504＋ 21：59．1� 5．2�
59 ストリクトコード 牝5黒鹿55 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460± 01：59．3� 7．7�
24 ヘッズオアテールズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：59．4	 6．0�
48 ホウオウエクレール 牡5鹿 57 岩田 康誠小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 498－ 4 〃 クビ 17．7	
510 ポッドボレット 牡3鹿 55 菱田 裕二小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 510＋18 〃 アタマ 15．4

36 マジカルステージ 牝4鹿 55 富田 暁大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－161：59．61
 32．6�
12 フ ァ ユ エ ン 牝4鹿 55 岩田 望来谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 460－ 21：59．8� 16．3�
11 オールザワールド 牡5鹿 57 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474－ 21：59．9	 11．4
611� シ ン ボ 牡5鹿 57 �島 克駿�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 478＋ 82：00．0	 16．9�
35 ニホンピロスクーロ 5青鹿57 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B518＋222：00．1� 78．9�
47 ホウオウリアリティ 牡4栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 2 〃 アタマ 25．4�
23 リフレーミング 牡4黒鹿57 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 470＋ 62：00．2クビ 6．2�
816 ダノンセレスタ 牡5青鹿57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 42：00．3	 93．7�
815 メイショウボサツ 牡5青鹿57 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 474－ 4 〃 アタマ 38．2�
817 イ ロ ゴ ト シ 牡5鹿 57 斎藤 新内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 476＋ 2 〃 クビ 126．6�
612 ジョウショームード 牡6黒鹿57 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444＋ 22：00．61� 306．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 67，688，800円 複勝： 121，296，700円 枠連： 42，234，300円
馬連： 161，096，300円 馬単： 55，841，400円 ワイド： 145，127，700円
3連複： 281，413，000円 3連単： 258，645，800円 計： 1，133，344，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 200円 � 220円 枠 連（7－7） 2，490円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，260円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 28，940円

票 数

単勝票数 計 676888 的中 � 79008（4番人気）
複勝票数 計1212967 的中 � 97758（6番人気）� 175676（2番人気）� 145119（4番人気）
枠連票数 計 422343 的中 （7－7） 13134（10番人気）
馬連票数 計1610963 的中 �� 47167（9番人気）
馬単票数 計 558414 的中 �� 8736（16番人気）
ワイド票数 計1451277 的中 �� 37551（10番人気）�� 28944（12番人気）�� 56024（3番人気）
3連複票数 計2814130 的中 ��� 41351（11番人気）
3連単票数 計2586458 的中 ��� 6478（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―12．5―11．6―11．6―11．4―11．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．2―48．7―1：00．3―1：11．9―1：23．3―1：34．5―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．7
1
3
5－10－（8，11）4（1，14）6，9（2，15）（3，13）（7，16，17）－12
5－10－8（1，11）4（6，14）9（2，3，15）（7，13）12（16，17）

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

勝馬の
紹 介

サンテローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Aldebaran デビュー 2020．6．21 函館1着

2017．2．27生 牝5栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 7戦4勝 賞金 46，660，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ファユエン号の騎手岩田望来は，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こうとしたことについて過怠

金30，000円。（被害馬：6番）
※マジカルステージ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2609510月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第11競走 ��
��1，900�第26回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，R3．10．2以降R4．9．25まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

59 ジュンライトボルト 牡5鹿 56 石川裕紀人河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：57．7 7．7�
48 ハ ピ 牡3黒鹿53 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：57．8� 3．7�
23 オーヴェルニュ 牡6鹿 58 団野 大成杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 474＋ 41：58．11� 18．0�
36 クリノドラゴン 牡4栗 54 藤岡 康太栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482± 01：58．52� 44．7�
611 サクラアリュール 牡7栗 55 岩田 望来�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B484＋ 6 〃 クビ 28．9�
11 デルマルーヴル 牡6青鹿54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 502－ 21：58．6� 158．2	
12 ハヤブサナンデクン 牡6芦 56 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 510－ 21：58．7クビ 3．5

815 ア ル ド ー レ 牡7栗 56．5 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488－ 61：59．12� 49．6�
47 エブリワンブラック 牡5鹿 54 秋山真一郎 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B488－ 41：59．2� 182．6�
714 ハ セ ド ン 牡3栗 53 	島 克駿三木 正浩氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 10．4
24 クリノフラッシュ 牝7青鹿52 池添 謙一栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B454－ 21：59．3� 89．5�
35 サンライズホープ 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B538－ 82：00．04 10．3�
510 エ イ コ ー ン 牡7鹿 54 高倉 稜ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 B468＋ 82：00．74 164．0�
713 ホウオウルバン 牡4黒鹿54 岩田 康誠小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B516± 02：00．8� 99．8�
612 バーデンヴァイラー 牡4黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 ハナ 5．0�
816 レーヌブランシュ 牝5芦 54．5 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 476＋ 82：01．22� 78．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 193，428，100円 複勝： 265，610，900円 枠連： 69，145，900円
馬連： 477，973，900円 馬単： 162，005，000円 ワイド： 398，602，900円
3連複： 904，531，900円 3連単： 929，830，500円 計： 3，401，129，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 170円 � 450円 枠 連（4－5） 1，520円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，840円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計1934281 的中 � 199390（4番人気）
複勝票数 計2656109 的中 � 274776（4番人気）� 480806（2番人気）� 125142（7番人気）
枠連票数 計 691459 的中 （4－5） 35056（6番人気）
馬連票数 計4779739 的中 �� 243626（5番人気）
馬単票数 計1620050 的中 �� 30657（15番人気）
ワイド票数 計3986029 的中 �� 174194（6番人気）�� 53796（21番人気）�� 78576（16番人気）
3連複票数 計9045319 的中 ��� 80285（29番人気）
3連単票数 計9298305 的中 ��� 13612（165番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―29．8―42．9―55．2―1：07．1―1：19．6―1：32．2―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡5鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 24戦6勝 賞金 154，279，000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。
（非当選馬） 1頭 ホウオウスクラム号

2609610月1日 晴 良 （4中京5） 第8日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

11 ルピナスリード 牝3黒鹿53 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 456＋ 61：19．7 1．4�
710 カバーガール 牝4黒鹿55 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 470－121：19．8� 16．7�
812 アンジュミニョン 牝6鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466± 01：20．11	 8．6�
22 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 472－ 8 〃 クビ 41．9�
33 
 デ ュ ガ 牡3鹿 55 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 496＋ 61：20．31� 9．2	
711 エコロデイジー 牝4鹿 55 松山 弘平原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 478± 0 〃 ハナ 16．1

68 アサケエース 牡5鹿 57

56 ☆小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 442＋ 21：20．4� 30．5�
57 クリノオウジャ 牡6鹿 57 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B450＋101：20．5� 28．6�
69 カジュフェイス 牡3鹿 55 幸 英明 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 480± 01：20．71 14．5
56  メイショウイジゲン 牡4芦 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436± 0 〃 ハナ 111．4�
813 ダンツイノーバ 牝5栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 470＋101：20．8� 105．2�
44 ダノンシュネラ 牝4鹿 55

53 △松本 大輝�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：20．9	 52．0�
45 セ イ レ ー ン 牝4栗 55

51 ★今村 聖奈浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 412－ 21：21．21	 40．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 67，398，600円 複勝： 193，887，900円 枠連： 27，528，300円
馬連： 120，462，000円 馬単： 66，294，400円 ワイド： 121，134，500円
3連複： 205，993，500円 3連単： 311，560，400円 計： 1，114，259，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 � 160円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 350円 �� 230円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 673986 的中 � 368073（1番人気）
複勝票数 計1938879 的中 � 1271824（1番人気）� 92391（3番人気）� 143411（2番人気）
枠連票数 計 275283 的中 （1－7） 44882（1番人気）
馬連票数 計1204620 的中 �� 109337（3番人気）
馬単票数 計 662944 的中 �� 44304（4番人気）
ワイド票数 計1211345 的中 �� 87622（2番人気）�� 152536（1番人気）�� 28110（11番人気）
3連複票数 計2059935 的中 ��� 91542（3番人気）
3連単票数 計3115604 的中 ��� 45699（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．2―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．8―45．0―56．4―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルピナスリード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．20 阪神2着

2019．2．18生 牝3黒鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 7戦3勝 賞金 33，552，000円
〔制裁〕 ウルトラソニック号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



（4中京5）第8日 10月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

259，400，000円
5，620，000円
34，690，000円
1，640，000円
33，510，000円
77，326，000円
4，837，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
777，876，300円
1，259，225，400円
260，012，900円
1，354，650，100円
568，147，800円
1，250，869，500円
2，313，449，500円
2，635，372，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，419，603，600円

総入場人員 7，877名 （有料入場人員 7，493名）
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