
23073 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．9
1：44．5

良
良

814 アールチャレンジ 牡2栗 54 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 21：49．1 116．2�
69 タイセイディバイン 牡2鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 510－ 21：49．31� 7．5�
22 レ ガ ー ミ 牝2芦 54

53 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 498－ 21：49．4� 4．8�
712 ベガエクスプレス 牝2黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422± 01：49．71� 46．5�
57 スカイトレイル 牝2鹿 54 松山 弘平小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 426± 01：49．8クビ 2．0�
45 ノートルプロメス 牡2鹿 54

51 ▲松本 大輝西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋10 〃 アタマ 177．5	
711 デルマオベロン 牡2栗 54 小崎 綾也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 434＋ 61：50．33 84．8

610 ラティツィア 牝2芦 54

51 ▲角田 大和�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 6 〃 クビ 26．6�

33 クレスコペガサス 牡2芦 54 藤懸 貴志堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 428－ 21：50．51 117．5�
34 キ ャ ロ ル 牡2黒鹿54 �島 克駿エムズレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 10．9
11 ヴァーチュアス 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 458－161：50．92� 7．7�
813 ムーンガーデン 牡2鹿 54 岩田 望来巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 456－ 4 〃 ハナ 36．4�
46 アルトキュムラス 牝2栗 54 藤岡 康太 TGレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 520＋ 21：55．9大差 198．9�
58 カシノトムキャット 牡2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 B460－ 21：57．07 204．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，065，300円 複勝： 38，569，100円 枠連： 8，647，600円
馬連： 42，236，700円 馬単： 24，225，800円 ワイド： 42，635，900円
3連複： 71，550，300円 3連単： 92，861，900円 計： 353，792，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，620円 複 勝 � 1，760円 � 220円 � 190円 枠 連（6－8） 3，780円

馬 連 �� 25，810円 馬 単 �� 74，160円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 4，160円 �� 690円

3 連 複 ��� 42，420円 3 連 単 ��� 498，700円

票 数

単勝票数 計 330653 的中 � 2416（10番人気）
複勝票数 計 385691 的中 � 4263（10番人気）� 49610（4番人気）� 61747（2番人気）
枠連票数 計 86476 的中 （6－8） 1770（12番人気）
馬連票数 計 422367 的中 �� 1268（38番人気）
馬単票数 計 242258 的中 �� 245（87番人気）
ワイド票数 計 426359 的中 �� 2054（38番人気）�� 2557（32番人気）�� 16841（7番人気）
3連複票数 計 715503 的中 ��� 1265（84番人気）
3連単票数 計 928619 的中 ��� 135（639番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．2―12．0―12．1―12．0―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．4―47．4―59．5―1：11．5―1：23．7―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールチャレンジ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．17 小倉10着

2019．3．25生 牡2栗 母 エクスラヴィータ 母母 シンシンパッション 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 アールチャレンジ号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルトキュムラス号・カシノトムキャット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

10月4日まで平地競走に出走できない。

23074 9月4日 曇 不良 （3小倉4） 第7日 第2競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．9

不良
稍重

47 � コンクパール 牝2栗 54 川田 将雅前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore
Stud 482－ 21：44．8レコード 1．7�

816 ビーストアタック 牝2鹿 54 松山 弘平 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B468－ 21：46．28 11．2�
815 フォーチュンテラー 牡2青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：46．51� 30．9�
611 レオインテンシブ 牡2鹿 54 �島 良太�レオ 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 452＋12 〃 アタマ 9．4�
612 ビービーロワイヤル 牡2栗 54 岩田 康誠�坂東牧場 加用 正 新冠 前川 隆範 472＋161：46．71	 42．9	
48 ノーモアワーズ 牡2栗 54 松若 風馬池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 478＋14 〃 クビ 23．1

714 ペプチドヤマト 牡2栗 54 浜中 俊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466－ 21：46．8
 5．8�
59 テーオーソラネル 牡2黒鹿54 酒井 学小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 480－101：46．9
 52．4�
23 ヒルノローザンヌ 牝2黒鹿54 幸 英明�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B458－ 4 〃 クビ 12．7
510 ショウナンダイコク 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 新谷 功一 日高 天羽牧場 494± 01：47．32 338．7�
24 ハクアイボリイ 牡2鹿 54 岩田 望来石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 468＋ 21：48．57 157．6�
36 クリノレジェンド 牡2黒鹿54 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 502－ 21：49．24 180．4�
35 マルノミズキ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志丸山 隆雄氏 羽月 友彦 日高 U・M・A 424＋ 41：49．41 196．5�
11 テイエムアラジン 牡2鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 496－ 61：50．25 243．7�
12 ブライトスノー 牡2芦 54

53 ☆富田 暁古賀 慎一氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 444－ 61：50．3クビ 181．2�
713 ル ミ ラ イ ズ 牡2青鹿 54

51 ▲角田 大和吉岡 輝美氏 本田 優 浦河 市正牧場 468－ 61：51．68 150．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，624，600円 複勝： 74，752，900円 枠連： 10，242，800円
馬連： 47，792，300円 馬単： 28，041，800円 ワイド： 45，733，200円
3連複： 78，161，900円 3連単： 106，112，000円 計： 427，461，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 480円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 390円 �� 840円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 366246 的中 � 181227（1番人気）
複勝票数 計 747529 的中 � 437330（1番人気）� 50627（3番人気）� 15920（7番人気）
枠連票数 計 102428 的中 （4－8） 14470（2番人気）
馬連票数 計 477923 的中 �� 37900（4番人気）
馬単票数 計 280418 的中 �� 18119（4番人気）
ワイド票数 計 457332 的中 �� 33011（2番人気）�� 13575（9番人気）�� 5467（21番人気）
3連複票数 計 781619 的中 ��� 12049（16番人気）
3連単票数 計1061120 的中 ��� 6773（33番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．4―12．4―12．1―12．1―12．6―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．1―41．5―53．6―1：05．7―1：18．3―1：31．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

�コンクパール �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．6．5 東京2着

2019．2．12生 牝2栗 母 A Z Warrior 母母 Carson Jen 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔その他〕 テイエムアラジン号・ブライトスノー号・ルミライズ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
※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 ヤマイチエスポ号

第４回 小倉競馬 第７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



23075 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

12 テーオーディエス 牝3鹿 54 �島 克駿小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット
ファーム 440± 01：08．3 54．7�

47 ジューンブルーム 牝3栗 54 藤岡 康太吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 480± 0 〃 アタマ 2．8�
59 テーオーブレイブ 牡3黒鹿56 �島 良太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 510＋ 41：08．4クビ 15．2�
48 ライブリーキング �3栗 56

55 ☆富田 暁加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 小野 秀治 B462＋ 2 〃 クビ 16．1�
612 メイショウイジゲン 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430± 01：08．61� 16．1�
816 ヒ キ ガ ネ 牡3青鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 470＋ 41：08．7� 30．8�
611 レインボークラウド 牝3黒鹿54 岩田 望来吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 458－ 21：08．8� 13．8	
714 ナムラシベラ 牝3鹿 54 松若 風馬奈村 睦弘氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 436＋ 61：08．9� 6．8

24 ソナトリーチェ 牝3鹿 54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 10．3�
818 エアシュラブ 牝3鹿 54 西村 淳也 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 472－14 〃 ハナ 13．9
817 オクタヴィアン �3黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 458－ 21：09．0� 38．1�
36 テ オ リ ス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和 �シルクレーシング 池添 学 浦河 栄進牧場 464－ 21：09．2� 15．7�
23 ウォーターイグアス 牡3鹿 56 幸 英明山岡 正人氏 石橋 守 日高 白井牧場 516＋ 41：09．41� 10．1�
35 ペガサスウイング 牝3青鹿54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：09．82� 52．4�
510 オラクトゥール 牡3黒鹿56 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 武 英智 千歳 社台ファーム 464－ 91：10．0� 120．7�
11 グランディオサ 牝3鹿 54 中井 裕二黒岩 剛史氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 450 ―1：10．11 142．6�
713 ナリタブルホーク 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝�オースミ 松永 昌博 浦河 �川 啓一 506± 01：11．16 17．5�
（17頭）

715 マコトヴァンセンヌ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 444－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，252，200円 複勝： 55，500，100円 枠連： 14，648，900円
馬連： 57，491，700円 馬単： 20，296，800円 ワイド： 59，868，000円
3連複： 100，315，300円 3連単： 86，269，600円 計： 429，642，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，470円 複 勝 � 1，090円 � 160円 � 500円 枠 連（1－4） 5，080円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 19，970円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 7，320円 �� 940円

3 連 複 ��� 23，320円 3 連 単 ��� 252，190円

票 数

単勝票数 差引計 352522（返還計 944） 的中 � 5148（15番人気）
複勝票数 差引計 555001（返還計 1814） 的中 � 10381（15番人気）� 126409（1番人気）� 24592（11番人気）
枠連票数 計 146489 的中 （1－4） 2234（21番人気）
馬連票数 差引計 574917（返還計 3691） 的中 �� 5725（27番人気）
馬単票数 差引計 202968（返還計 1364） 的中 �� 762（86番人気）
ワイド票数 差引計 598680（返還計 4752） 的中 �� 6526（29番人気）�� 2042（87番人気）�� 17083（4番人気）
3連複票数 差引計1003153（返還計 12749） 的中 ��� 3226（77番人気）
3連単票数 差引計 862696（返還計 9090） 的中 ��� 248（890番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．6―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 6（9，10，13）3（4，5，11）（7，14）（12，16，17）18，2－（1，8） 4 ・（6，9）－（3，4，5）7（12，10，11，13）（18，16，14）2（8，17）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーディエス �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2020．11．29 阪神2着

2018．4．1生 牝3鹿 母 テ ィ ノ 母母 ライプオレンジ 9戦1勝 賞金 9，180，000円
〔競走除外〕 マコトヴァンセンヌ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

23076 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

48 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 464－102：01．0 28．1�
23 クールブリエ 牝3鹿 54 西村 淳也 �ゴールドアップ・

カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 456± 02：01．31� 17．0�
713 アスカノミライ 牡3黒鹿56 岩田 望来豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B486－ 8 〃 クビ 3．3�
612 レッドアストラム 牡3栗 56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 アタマ 14．0�
510 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 466－ 42：01．61� 3．3�
715 ウインガヴァナー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 502－ 22：01．91� 8．8	
35 メイショウオルセー 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 406＋ 22：02．0� 30．0

59 サフランポケット 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 460＋ 4 〃 クビ 51．9�
11 ジューンサクラ 牝3黒鹿54 川島 信二吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 426－ 22：02．1� 33．3�
12 メイショウセッサイ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 B462－ 22：02．2� 75．6
36 ジルベールバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 526－ 2 〃 ハナ 33．9�
818 スズカガーベラ 牡3鹿 56 和田 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 500－ 62：02．41� 43．5�
714 メイショウケンコン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 488± 02：02．5クビ 13．5�
816 マンハッタンガデス 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ �グリーンファーム高橋 康之 千歳 社台ファーム 400－ 22：02．82 231．6�
47 ワンダースパイン 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 B492＋ 22：02．9� 163．4�
24 テーオーマシェリ 牝3黒鹿54 �島 克駿小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480＋142：04．17 7．6�
817 アマノヴィーナス 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新中村 孝氏 藤沢 則雄 浦河 丸村村下
ファーム 492－ 82：06．6大差 249．7�

611 テーオーピタゴラス 牡3栗 56 城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 42：07．98 99．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，440，500円 複勝： 50，227，800円 枠連： 12，822，000円
馬連： 48，655，800円 馬単： 19，905，800円 ワイド： 49，787，200円
3連複： 75，418，000円 3連単： 74，020，300円 計： 362，277，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 700円 � 350円 � 210円 枠 連（2－4） 6，750円

馬 連 �� 24，290円 馬 単 �� 37，510円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 1，680円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 29，490円 3 連 単 ��� 283，940円

票 数

単勝票数 計 314405 的中 � 8943（8番人気）
複勝票数 計 502278 的中 � 16059（9番人気）� 35692（6番人気）� 75861（2番人気）
枠連票数 計 128220 的中 （2－4） 1470（19番人気）
馬連票数 計 486558 的中 �� 1552（55番人気）
馬単票数 計 199058 的中 �� 398（104番人気）
ワイド票数 計 497872 的中 �� 2251（53番人気）�� 7620（16番人気）�� 12530（9番人気）
3連複票数 計 754180 的中 ��� 1918（92番人気）
3連単票数 計 740203 的中 ��� 189（748番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．8―12．6―12．5―12．1―12．0―11．7―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3
14，17（8，15）（3，16）1，18（6，13）5（9，12，4）7（2，10）＝11
14（8，17，15，16）（13，3，1）（6，12，4）（9，18）（7，10）5，2＝11

2
4

14－17（8，15）（3，16）1（6，13，18）（5，9，12，4）（2，7）10＝11・（14，8）（13，3，15）16（12，1）6，10，9（5，4，2）（17，7，18）＝11
勝馬の
紹 介

ゾ ン ニ ッ ヒ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．4．25 阪神6着

2018．4．12生 牡3鹿 母 エンドレスノット 母母 ウィキウィキ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 テーオーピタゴラス号は，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〕 アマノヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ワンダースパイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月4日まで平地競走に出走で

きない。



23077 9月4日 曇 稍重 （3小倉4） 第7日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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
1：07．5
1：07．5

良
良

710 ダークペイジ 牝2黒鹿54 浜中 俊 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 448 ―1：09．8 6．8�
812 スマイルムーン 牝2栗 54 岩田 康誠青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 リコーファーム 438 ―1：10．11� 44．5�
711 シンリミテス 牡2鹿 54 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 480 ―1：10．41� 47．7�
22 ロードエヴァイユ 牡2栗 54 酒井 学 �ロードホースクラブ 田中 克典 日高 白井牧場 470 ―1：10．51 14．8�
813 レ セ ダ 牝2栗 54 西村 淳也藤沼 利夫氏 高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 422 ―1：10．61 11．5�
44 ジューンヨシツネ 牡2栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 458 ―1：10．7クビ 29．3	
56 ジョードリブル 牝2芦 54

51 ▲松本 大輝上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 474 ― 〃 アタマ 92．5

57 � ヨ ー デ ル 牡2栗 54 川田 将雅小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC 514 ―1：11．12� 4．5�
11 ロードアライアンス 牡2青鹿54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 436 ―1：11．2クビ 46．2�
45 プリムスフィーリア 牝2鹿 54 川須 栄彦成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 434 ―1：11．3� 126．3
33 ハクアイリシャール 牡2鹿 54 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 富田牧場 520 ―1：11．72� 54．1�
69 メ ル ヴ ィ ル 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 アタマ 1．9�
68 メイショウトリデ 牡2黒鹿54 岩田 望来松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 492 ―1：11．8クビ 43．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，984，700円 複勝： 41，368，500円 枠連： 8，669，300円
馬連： 49，737，500円 馬単： 24，502，600円 ワイド： 40，462，500円
3連複： 69，857，000円 3連単： 92，796，600円 計： 372，378，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 270円 � 1，270円 � 1，100円 枠 連（7－8） 1，850円

馬 連 �� 13，780円 馬 単 �� 22，540円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 3，180円 �� 7，790円

3 連 複 ��� 87，900円 3 連 単 ��� 412，740円

票 数

単勝票数 計 449847 的中 � 55861（3番人気）
複勝票数 計 413685 的中 � 47795（3番人気）� 7800（11番人気）� 9120（8番人気）
枠連票数 計 86693 的中 （7－8） 3623（7番人気）
馬連票数 計 497375 的中 �� 2796（30番人気）
馬単票数 計 245026 的中 �� 815（49番人気）
ワイド票数 計 404625 的中 �� 4951（19番人気）�� 3280（29番人気）�� 1323（54番人気）
3連複票数 計 698570 的中 ��� 596（150番人気）
3連単票数 計 927966 的中 ��� 163（683番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―35．0―46．7―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 12，13（10，2，9）7（6，1，11）（3，4）5，8 4 12，13（10，2）（6，7，11）9，4，1（5，3）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダークペイジ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Roderic O’Connor 初出走

2019．3．8生 牝2黒鹿 母 グレイトペイジ 母母 Areeda 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23078 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

712� ララシャンドン 牡3黒鹿56 川田 将雅フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 508± 0 57．8 2．3�

（法942）

22 レーヴリアン 牝3鹿 54 松山 弘平矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 490＋ 4 57．9� 7．3�
46 ヤマニンフラクタル 牝3栗 54 和田 翼土井 肇氏 石橋 守 浦河 廣田 光夫 490－10 58．64 48．6�
33 サムワンスペシャル 牝3黒鹿54 松若 風馬大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444± 0 59．13 18．5�
34 デルマヤシャ 牝3黒鹿54 幸 英明浅沼 廣幸氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 444＋ 2 59．2クビ 85．4�
69 レスールドマカロン 牝3栗 54 岩田 望来栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 438＋ 4 〃 アタマ 18．4	
45 シンゼンシャイン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 498＋ 6 59．41� 4．5

813 メイショウラピッド 牝3鹿 54 中井 裕二松本 好�氏 長谷川浩大 様似 中脇 一幸 484－ 2 〃 アタマ 41．0�
610 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 472＋ 2 〃 ハナ 4．9
57 フィーリウスワン 牡3青鹿56 川須 栄彦成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 476－ 2 59．82� 32．7�
11 � コ ゴ メ ユ キ 牝3芦 54 	島 克駿飯田 正剛氏 吉村 圭司 米

Fred W. Hertrich
111，John D. Fielding
& Robert L. Tribbett

B474－ 61：00．01� 42．9�
58 ランペロニキ 牡3鹿 56 藤懸 貴志�リーヴァ 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 508－ 81：00．1� 42．4�
814 ワンダーピュルテ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 508＋ 41：00．42 71．7�
711 オーミレジェンド 牡3鹿 56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 杵臼牧場 464 ―1：02．4大差 268．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，442，400円 複勝： 51，984，700円 枠連： 10，663，800円
馬連： 55，112，500円 馬単： 29，218，000円 ワイド： 55，436，900円
3連複： 85，664，500円 3連単： 106，948，000円 計： 439，470，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 240円 � 1，160円 枠 連（2－7） 1，250円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，360円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 21，350円 3 連 単 ��� 51，860円

票 数

単勝票数 計 444424 的中 � 153266（1番人気）
複勝票数 計 519847 的中 � 133074（1番人気）� 53315（4番人気）� 7970（12番人気）
枠連票数 計 106638 的中 （2－7） 6599（4番人気）
馬連票数 計 551125 的中 �� 34879（4番人気）
馬単票数 計 292180 的中 �� 13728（4番人気）
ワイド票数 計 554369 的中 �� 25019（5番人気）�� 4103（34番人気）�� 3211（43番人気）
3連複票数 計 856645 的中 ��� 3009（65番人気）
3連単票数 計1069480 的中 ��� 1495（157番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．4―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ララシャンドン �
�
父 Street Sense �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．8．22 小倉4着

2018．1．25生 牡3黒鹿 母 Divine Praises 母母 Grand Prayer 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 レスールドマカロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 コゴメユキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月4日まで平地競走に出走できない。



23079 9月4日 曇 稍重 （3小倉4） 第7日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

814� ローレルアイリス 牝4鹿 55 松山 弘平 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 81：08．5 9．0�
712 リ ノ 牝4鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 01：08．6クビ 3．9�
34 ココクラッシュ 牝3鹿 53

52 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 434＋261：08．7� 40．6�
58 ウインドラブリーナ 牝4黒鹿55 岩田 康誠福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420－ 2 〃 ハナ 4．4�
611 プリモプレミオ 牝5黒鹿 55

52 ▲松本 大輝堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 456＋ 21：08．91� 131．3�
47 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 岩田 望来�シンシアリー 庄野 靖志 日高 奥山 博 430＋ 21：09．0� 11．7	
23 デアリングウーマン 牝3鹿 53

50 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 4．6

46 � メイショウブラボー 牝5青鹿55 柴山 雄一松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 450－ 21：09．1� 70．1�
11 タガノマーチ 牝3黒鹿53 田中 健八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 81：09．2クビ 53．1�
59 ジャストザビアンカ 牝3青鹿 53

49 ★永島まなみジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 456± 01：09．3� 11．0
713 メイショウナスカ 牝6鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 494± 01：09．4� 35．8�
815 オメガハートクィン 牝5黒鹿55 松若 風馬原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 アタマ 15．6�
35 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 402－ 21：09．71� 15．4�
610 ノボリレイナ 牝3鹿 53 	島 克駿原田 豊氏 河内 洋 浦河 富田牧場 406－ 41：10．02 32．2�
22 エクスチェンジ 牝4栗 55 藤懸 貴志宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488＋121：10．21 66．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，899，500円 複勝： 47，974，700円 枠連： 11，785，300円
馬連： 58，060，700円 馬単： 21，721，100円 ワイド： 54，268，000円
3連複： 87，249，700円 3連単： 88，200，100円 計： 401，159，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 170円 � 810円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 710円 �� 5，690円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 28，610円 3 連 単 ��� 138，400円

票 数

単勝票数 計 318995 的中 � 28142（4番人気）
複勝票数 計 479747 的中 � 41730（4番人気）� 92760（1番人気）� 12071（11番人気）
枠連票数 計 117853 的中 （7－8） 11927（2番人気）
馬連票数 計 580607 的中 �� 25310（4番人気）
馬単票数 計 217211 的中 �� 3882（12番人気）
ワイド票数 計 542680 的中 �� 20850（3番人気）�� 2375（55番人気）�� 3370（43番人気）
3連複票数 計 872497 的中 ��� 2287（95番人気）
3連単票数 計 882001 的中 ��� 462（471番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 9（10，15）14（3，12）11，4（2，1，6）（7，13）5－8 4 9（3，15）14（10，12，11）（4，6）（2，7，1，13）（5，8）

勝馬の
紹 介

�ローレルアイリス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．1．30生 牝4鹿 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 4戦1勝 賞金 12，200，000円
地方デビュー 2020．9．2 門別

23080 9月4日 曇 稍重 （3小倉4） 第7日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

22 エ ス コ ー ラ 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504－ 21：47．9 1．1�
79 スズカキング 牡4鹿 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B462＋ 41：48．32� 171．8�
33 シャイニングフジ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 494－ 61：48．4� 9．8�
44 アンフィニドール 牝3鹿 52 松山 弘平前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 474－10 〃 ハナ 10．2�
78 ヒルノピエモンテ 牝3栗 52 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 松浦牧場 492± 01：48．61� 134．5�
66 メイショウサンガ 牡4鹿 57 岩田 望来松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 526－ 61：48．7クビ 23．2	
810 オメガデラックス �4黒鹿57 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432－ 41：49．01� 34．5

11 フルートフルデイズ 牝4黒鹿55 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 458± 01：49．31� 180．5�
55 ダンツガゼール 牝4青鹿 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 472± 01：49．83� 53．1�
811 ケイアイコブラ 牡4鹿 57 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 平田 修 新ひだか 松田牧場 456－ 81：50．01 80．1
67 モズマンジロウ 牡3鹿 54 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 446－ 61：51．48 52．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，908，300円 複勝： 115，131，300円 枠連： 10，022，600円
馬連： 45，040，800円 馬単： 37，178，700円 ワイド： 42，753，500円
3連複： 74，742，400円 3連単： 183，382，600円 計： 564，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 1，070円 � 130円 枠 連（2－7） 2，930円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 180円 �� 5，290円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 45，190円

票 数

単勝票数 計 559083 的中 � 406863（1番人気）
複勝票数 計1151313 的中 � 878915（1番人気）� 4891（10番人気）� 85122（2番人気）
枠連票数 計 100226 的中 （2－7） 2643（7番人気）
馬連票数 計 450408 的中 �� 4628（13番人気）
馬単票数 計 371787 的中 �� 3309（15番人気）
ワイド票数 計 427535 的中 �� 3753（21番人気）�� 80268（1番人気）�� 1692（31番人気）
3連複票数 計 747424 的中 ��� 6264（24番人気）
3連単票数 計1833826 的中 ��� 2942（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．9―49．0―1：01．0―1：13．0―1：24．9―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ス コ ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2021．1．24 中京4着

2018．1．12生 牡3鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 3戦2勝 賞金 13，600，000円



23081 9月4日 曇 稍重 （3小倉4） 第7日 第9競走 ��1，200�
べ っ ぷ

別 府 特 別
発走14時25分 （芝・右）

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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

611 マイネルジェロディ 牡3青鹿55 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：08．3 5．5�

24 メイショウゲンセン 牝4青鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 440－ 61：08．51� 3．7�
510 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484－ 61：08．81� 32．0�
818 メメントモリ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 12．0�
47 スズカフェラリー 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－ 41：08．9クビ 11．3�
48 マ リ ー ナ 牝3青鹿53 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋10 〃 クビ 3．9	
816 ウインスピリタス 牡5鹿 57 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 484＋ 41：09．0� 25．4

59 メイショウツツジ 牝3黒鹿53 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 422－ 61：09．1クビ 9．6�
36 ファイアーボーラー �5黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 458－ 21：09．2	 47．2
23 グ ラ ウ ク ス �5栗 57 酒井 学 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 ハナ 48．7�
35 ヴァラークラウン 牝4黒鹿55 城戸 義政ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 アタマ 55．9�
714 メイショウシャチ 牡8鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 482－ 61：09．3	 136．6�
715 シャイニーズラン 牡4鹿 57 中井 裕二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 456－ 61：09．61� 111．7�
817 ニホンピロマドン 牡6鹿 57 和田 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B512－ 21：09．7	 261．1�
11 メイショウソウビ �7鹿 57 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472± 01：09．8� 141．2�
612 セトノシャトル 牡6栗 57 富田 暁�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 540＋161：09．9� 41．9�
713 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 55 
島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474± 0 〃 ハナ 11．0�
12 アイアンムスメ 牝3鹿 53 角田 大和西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 432－ 61：10．0� 161．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，114，900円 複勝： 61，034，300円 枠連： 19，288，800円
馬連： 88，038，200円 馬単： 30，369，600円 ワイド： 71，856，500円
3連複： 133，207，700円 3連単： 133，463，900円 計： 577，373，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 150円 � 650円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，080円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 39，030円

票 数

単勝票数 計 401149 的中 � 57923（3番人気）
複勝票数 計 610343 的中 � 96953（2番人気）� 124864（1番人気）� 17095（9番人気）
枠連票数 計 192888 的中 （2－6） 15948（3番人気）
馬連票数 計 880382 的中 �� 63638（2番人気）
馬単票数 計 303696 的中 �� 9482（5番人気）
ワイド票数 計 718565 的中 �� 56270（1番人気）�� 8254（26番人気）�� 11456（17番人気）
3連複票数 計1332077 的中 ��� 10336（28番人気）
3連単票数 計1334639 的中 ��� 2479（100番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．6―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．2―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 5（4，18）（1，3，8）（11，15）（2，13，12）（9，6，10，16）（7，14，17） 4 ・（4，3，5）（8，18）1（2，11，15）（9，12）（6，10，13）（7，14，16）17

勝馬の
紹 介

マイネルジェロディ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．6．7 阪神2着

2018．3．19生 牡3青鹿 母 マイネエレーナ 母母 ゲイリーピクシー 13戦3勝 賞金 45，864，000円
〔発走状況〕 ヴァラークラウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

23082 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第10競走 ��1，700�
あ ま く さ

天 草 特 別
発走15時00分 （ダート・右）

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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

48 タイセイアゲイン 牡3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472± 01：43．1 4．2�
713 スエーニョブランコ 牝4芦 55 岩田 望来藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 518＋181：43．31� 9．7�
12 カルロスミノル 牡5栗 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B484－ 21：43．83 27．1�
59 ハイパーノヴァ �7栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488± 01：43．9� 7．1�
24 レッドゼノン 牡7黒鹿57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 472＋ 41：44．32	 45．7�
36 キョウワウォール 牡5黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B468－ 41：44．51	 5．3	
816 スラッシュメタル �6鹿 57 斎藤 新吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B440－ 81：44．6� 40．3

47 ヒミノブルー 牡5青鹿57 岩田 康誠佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 530± 01：44．7	 53．3�
23 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿57 富田 暁加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 498± 01：45．01	 42．2�
612 マイネルブロッケン 牡7青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B444＋141：45．1	 84．9
714
 ファンキーゴールド 牡4黒鹿57 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456－ 41：45．21 4．1�
35 テイエムマジック 牡3栗 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 496－ 81：45．3	 8．0�
815 デンコウハピネス 牝5黒鹿55 �島 克駿田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 448＋ 41：45．61� 182．2�
510 タケルラスティ 牡4栗 57 幸 英明森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 494－141：46．02	 15．6�
11 ユキノグローリー 牡4栗 57 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 492± 01：47．9大差 102．6�
611 オンワードセルフ 牡5鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B482－ 61：48．85 200．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，699，500円 複勝： 78，282，000円 枠連： 26，685，200円
馬連： 112，411，400円 馬単： 40，634，300円 ワイド： 91，280，300円
3連複： 171，831，400円 3連単： 177，533，300円 計： 749，357，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 350円 � 500円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，700円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 24，760円 3 連 単 ��� 92，730円

票 数

単勝票数 計 506995 的中 � 95178（2番人気）
複勝票数 計 782820 的中 � 111946（3番人気）� 55727（6番人気）� 36548（8番人気）
枠連票数 計 266852 的中 （4－7） 16977（6番人気）
馬連票数 計1124114 的中 �� 28904（15番人気）
馬単票数 計 406343 的中 �� 6473（19番人気）
ワイド票数 計 912803 的中 �� 19665（13番人気）�� 13883（23番人気）�� 5943（41番人気）
3連複票数 計1718314 的中 ��� 5204（78番人気）
3連単票数 計1775333 的中 ��� 1388（332番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．4―41．7―54．0―1：06．2―1：18．7―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアゲイン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．19 中京1着

2018．4．3生 牡3黒鹿 母 アーバンレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 7戦3勝 賞金 38，274，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードセルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競

走に出走できない。



23083 9月4日 曇 稍重 （3小倉4） 第7日 第11競走 ��1，200�テ レ Q 杯
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．9．5以降3．8．29まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

テレQ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

44 サヴォワールエメ 牝5栗 53 松若 風馬平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 452－ 21：08．0 35．0�
811 ロードベイリーフ 牡4黒鹿55 幸 英明 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 482＋ 21：08．1� 9．5�
710 ダノンシティ 牡5鹿 56 岩田 望来�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 21：08．2クビ 5．3�
68 ビ ア イ 牝4青鹿52 西村 淳也副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B510－ 2 〃 クビ 7．4�
56 マッスルマサムネ �6鹿 52 小崎 綾也塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋101：08．3� 31．1�
11 � ジャスパージャック 牡5鹿 55 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B538＋ 2 〃 ハナ 3．0	
33 	 クリノアリエル 牝6青 53 浜中 俊栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B428＋ 41：08．4
 13．7

55 スコルピウス �5黒鹿54 角田 大和飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B464－ 21：08．5
 126．7�
79 ジョニーズララバイ 牡5鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 21：08．71 5．7�
67 オースミカテドラル 牡5鹿 54 秋山真一郎�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462± 01：08．8
 29．5
22 エレヴァート 牝4黒鹿52 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 454± 01：09．11� 7．6�
812 トライハード 牝4黒鹿52 森 裕太朗長谷川光司氏 小林 真也 新冠 川上 悦夫 474－121：09．63 59．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，799，400円 複勝： 83，517，200円 枠連： 36，489，600円
馬連： 212，229，800円 馬単： 79，724，200円 ワイド： 135，561，200円
3連複： 330，609，800円 3連単： 419，044，600円 計： 1，363，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，500円 複 勝 � 680円 � 320円 � 200円 枠 連（4－8） 10，530円

馬 連 �� 13，810円 馬 単 �� 35，000円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 1，880円 �� 880円

3 連 複 ��� 13，400円 3 連 単 ��� 158，480円

票 数

単勝票数 計 667994 的中 � 15232（10番人気）
複勝票数 計 835172 的中 � 26754（10番人気）� 67454（6番人気）� 133324（3番人気）
枠連票数 計 364896 的中 （4－8） 2684（25番人気）
馬連票数 計2122298 的中 �� 11909（39番人気）
馬単票数 計 797242 的中 �� 1708（86番人気）
ワイド票数 計1355612 的中 �� 9889（40番人気）�� 18412（21番人気）�� 41156（10番人気）
3連複票数 計3306098 的中 ��� 18504（47番人気）
3連単票数 計4190446 的中 ��� 1917（478番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．4―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サヴォワールエメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．11．4 京都1着

2016．4．9生 牝5栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 20戦4勝 賞金 54，626，000円
※スコルピウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23084 9月4日 曇 重 （3小倉4） 第7日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

713 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿52 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：44．8 34．4�
11 メイショウハナモモ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456＋ 2 〃 クビ 4．8�
48 マルモルーラー 牡3黒鹿54 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 520＋ 61：45．01� 2．8�
23 キトゥンズマーチ 牝3鹿 52 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 466＋ 61：45．42� 8．4�
611 リーベサンライズ 牝3黒鹿52 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 444＋ 61：45．71� 6．2�
12 アストゥーリアス 牡4栗 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 470＋12 〃 クビ 52．9	
35 � レッドシリウス 牡4青鹿57 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 550＋201：46．01� 59．0

510 ヤマカツパトリシア 牝4青 55

52 ▲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 458＋ 2 〃 ハナ 81．8�
47 テイエムグレイト 牡3芦 54 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 480＋ 61：46．1	 20．7�
816 コマンダンテ 牡3鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 478＋ 41：46．2クビ 11．2
36 ピ ナ 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 490＋16 〃 クビ 12．6�
714 タイセイアーメット 牡3栗 54 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 476＋ 6 〃 クビ 33．2�
24 シンゼンミラクル 
3鹿 54 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 526＋ 61：46．3クビ 108．9�
815 ラフダイヤモンド 牝4栗 55

51 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 474＋14 〃 ハナ 46．9�
59 � メイショウモチヅキ 牡5鹿 57 中井 裕二松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 484－ 21：46．51� 251．9�
612� ロードインファイト 牡4黒鹿57 小崎 綾也 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B434－ 61：46．71� 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，490，300円 複勝： 76，677，500円 枠連： 27，796，200円
馬連： 130，035，700円 馬単： 47，683，000円 ワイド： 109，226，100円
3連複： 215，609，800円 3連単： 225，561，000円 計： 893，079，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 450円 � 170円 � 140円 枠 連（1－7） 4，300円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，200円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 49，780円

票 数

単勝票数 計 604903 的中 � 14062（10番人気）
複勝票数 計 766775 的中 � 31138（9番人気）� 124497（2番人気）� 175990（1番人気）
枠連票数 計 277962 的中 （1－7） 5001（18番人気）
馬連票数 計1300357 的中 �� 17553（22番人気）
馬単票数 計 476830 的中 �� 2219（59番人気）
ワイド票数 計1092261 的中 �� 14807（20番人気）�� 22000（13番人気）�� 95516（1番人気）
3連複票数 計2156098 的中 ��� 39689（9番人気）
3連単票数 計2255610 的中 ��� 3285（149番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．9―13．1―12．7―12．0―12．2―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―42．9―55．6―1：07．6―1：19．8―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンバデジャネイロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．5 阪神10着

2018．3．6生 牝3黒鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット 10戦2勝 賞金 19，760，000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。
（非抽選馬） 2頭 コパノピッチング号・スリーシャーペン号



（3小倉4）第7日 9月4日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 180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

196，700，000円
23，640，000円
1，470，000円
21，790，000円
77，415，500円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
531，721，600円
775，020，100円
197，762，100円
946，843，100円
403，501，700円
798，869，300円
1，494，217，800円
1，786，193，900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 6，934，129，600円

総入場人員 1，892名 （有料入場人員 1，445名）
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