
25025 9月18日 雨 不良 （3中山4） 第3日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

24 モズゴールドメダル 牝2芦 54
51 ▲小林 脩斗 �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 434± 01：11．9 41．3�

714 ハローメリールー 牝2栗 54 石川裕紀人藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450± 01：12．22 1．7�
59 エレガントミッシー 牝2黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 414± 01：12．3� 10．0�
815 ナカガワフェイス 牝2青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 476± 01：12．83 14．4�
35 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 410＋ 41：13．22 170．0�
510 ヴェロニカマジック 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 434－12 〃 クビ 20．9	
816 チ ア ア ッ プ 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 498± 01：13．3� 26．7

713 グレースブロード 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444－ 4 〃 アタマ 25．6�
48 フレッシュラムール 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新吉田 晴哉氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 434＋ 21：13．4アタマ 15．5�
36 セ レ ブ 牝2栗 54 三浦 皇成菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 462－ 6 〃 アタマ 8．0
11 クイーンアポーン 牝2鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 61：13．61� 53．2�
12 グレースミューズ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 434＋ 81：13．7クビ 73．8�
612 チェリーメガイラ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 436± 01：14．01� 244．0�
47 サリーチャン 牝2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 458－ 81：14．21� 164．6�
23 ミカンダイフク 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 谷川牧場 424＋ 81：14．52 142．4�
611 グレンステラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 424－ 81：19．9大差 30．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，457，800円 複勝： 68，020，200円 枠連： 15，799，700円
馬連： 71，298，300円 馬単： 35，942，800円 ワイド： 65，948，500円
3連複： 115，918，900円 3連単： 132，597，100円 計： 549，983，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 620円 � 110円 � 190円 枠 連（2－7） 2，190円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，010円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 48，010円

票 数

単勝票数 計 444578 的中 � 9136（10番人気）
複勝票数 計 680202 的中 � 13538（10番人気）� 323186（1番人気）� 66014（3番人気）
枠連票数 計 157997 的中 （2－7） 5574（8番人気）
馬連票数 計 712983 的中 �� 19501（9番人気）
馬単票数 計 359428 的中 �� 3018（23番人気）
ワイド票数 計 659485 的中 �� 17837（8番人気）�� 7645（20番人気）�� 61133（2番人気）
3連複票数 計1159189 的中 ��� 19420（14番人気）
3連単票数 計1325971 的中 ��� 2002（135番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズゴールドメダル �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．8．28 新潟12着

2019．4．16生 牝2芦 母 モズキンメダリスト 母母 Indulgence 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 グレンステラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 グレンステラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月18日まで出走できない。

25026 9月18日 雨 不良 （3中山4） 第3日 第2競走 ��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

55 アトラクティーボ 牡2鹿 54 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516＋ 81：52．2レコード 2．5�

89 エコロドラゴン 牡2鹿 54 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 542－ 21：53．810 11．7�
810 ゼ ニ ッ ト 牡2黒鹿54 内田 博幸福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500＋ 21：54．75 29．1�
66 ハコダテジョー 牡2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 454－ 21：54．8クビ 19．0�
44 ウインマーベル 牡2栗 54 丹内 祐次�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 458－ 6 〃 ハナ 4．7�
22 アークヴィクトリア 牝2栗 54 柴田 善臣成瀬 篤司氏 本間 忍 平取 スガタ牧場 444＋ 41：55．22� 9．2	
11 グラナダローズ 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 
ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 日高 新井 昭二 460＋ 41：55．3クビ 27．2�
77 トーセンレガーロ 牡2栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B498＋ 41：55．72� 47．1
78 カ イ ト 牡2黒鹿54 横山 和生石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－101：56．97 4．2�
33 セザムウーヴルトワ 牝2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 清水 英克 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 452＋ 42：01．0大差 85．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，041，100円 複勝： 40，090，000円 枠連： 9，111，200円
馬連： 54，266，400円 馬単： 27，983，500円 ワイド： 49，730，900円
3連複： 79，397，900円 3連単： 109，675，000円 計： 408，296，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 610円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 580円 �� 950円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 35，270円

票 数

単勝票数 計 380411 的中 � 125977（1番人気）
複勝票数 計 400900 的中 � 110542（1番人気）� 38038（5番人気）� 11900（8番人気）
枠連票数 計 91112 的中 （5－8） 7638（4番人気）
馬連票数 計 542664 的中 �� 28743（5番人気）
馬単票数 計 279835 的中 �� 8704（8番人気）
ワイド票数 計 497309 的中 �� 23119（5番人気）�� 13383（12番人気）�� 4008（27番人気）
3連複票数 計 793979 的中 ��� 5781（32番人気）
3連単票数 計1096750 的中 ��� 2254（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．3―49．4―1：01．5―1：13．7―1：26．3―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アトラクティーボ �
�
父 ワンアンドオンリー �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2021．6．27 東京6着

2019．4．22生 牡2鹿 母 シャンパンルージュ 母母 ペルサントクリール 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔その他〕 セザムウーヴルトワ号は，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。

第４回 中山競馬 第３日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



25027 9月18日 雨 重 （3中山4） 第3日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

12 トーセンキャロル 牝2芦 54 横山 和生島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 452± 01：09．9 4．5�

611 スクリーンショット 牝2栗 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476＋ 61：10．0� 2．4�
35 ブランデーロック 牡2栗 54

52 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452－ 41：10．32 17．0�
11 セントイライアス 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 61：10．4クビ 27．7�
48 エスティメート 牡2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 444＋ 6 〃 同着 68．0	
510 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 菅原 明良�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 452＋ 2 〃 アタマ 15．1

714 テンコウバヒ 牡2青鹿54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：10．5� 13．1�
23 シュシュエラブル 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大山口 裕介氏 田村 康仁 浦河 阿波屋ファーム 434－ 41：10．6� 22．9�
36 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 428－ 21：10．7� 157．2
59 ハーディローズ 牝2栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 21：10．8� 7．6�
816 ロープスピニング 牝2鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 418＋ 41：11．12 46．4�
24 レディビートル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 382± 01：11．2クビ 211．8�
815 メロンチャン 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 462－ 41：11．52 75．6�
47 タイシタモンダロ 牡2黒鹿54 木幡 初也西村新一郎氏 武市 康男 新冠 八島 夕起子 442 ―1：11．71� 89．7�
713 ソプラノナイト 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464± 01：12．01� 14．6�
612 シャイニードラゴン 牡2鹿 54

51 ▲原 優介小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 426＋161：12．42� 262．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，974，500円 複勝： 54，429，300円 枠連： 16，795，500円
馬連： 69，526，600円 馬単： 30，990，200円 ワイド： 63，661，900円
3連複： 109，609，900円 3連単： 115，412，000円 計： 503，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 120円 � 320円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，220円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 429745 的中 � 79483（2番人気）
複勝票数 計 544293 的中 � 90418（2番人気）� 167113（1番人気）� 28076（7番人気）
枠連票数 計 167955 的中 （1－6） 28406（1番人気）
馬連票数 計 695266 的中 �� 108759（1番人気）
馬単票数 計 309902 的中 �� 21178（2番人気）
ワイド票数 計 636619 的中 �� 75233（1番人気）�� 11885（14番人気）�� 22950（6番人気）
3連複票数 計1096099 的中 ��� 26221（7番人気）
3連単票数 計1154120 的中 ��� 6096（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（2，5）（4，10，11）6（3，14，15）（1，8，13）－（9，16）＝7＝12 4 ・（2，5，10，11）（4，3，6，14，15）1（8，13）9－16＝7＝12

勝馬の
紹 介

トーセンキャロル �
�
父 ヴァンキッシュラン �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．8．29 新潟3着

2019．3．7生 牝2芦 母 トーセンビレッタ 母母 フェザーマイハット 2戦1勝 賞金 6，900，000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。
（非当選馬） 1頭 セピアムーン号

25028 9月18日 雨 不良 （3中山4） 第3日 第4競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時35分 （ダート・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
1：52．7
1：50．9

良
不良

22 ブラックルパン 牡2鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 池上 昌和 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 524 ―1：55．8 25．9�
813� ドリームアジェンダ 牝2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC 508 ―1：56．12 2．6�
68 キ ガ サ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 シンカンファーム 444 ―1：56．31� 6．0�
710 ハーモニーオリオン 牡2鹿 54 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 林 博道 464 ―1：57．47 33．4�
33 ヒーローオブチグサ 牡2芦 54 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 484 ―1：58．03� 21．2�
812 デ ア ノ ヴ ァ 牝2鹿 54 宮崎 北斗 	京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 456 ―1：58．42� 37．5

45 フレイムジョーカー 牡2鹿 54 M．デムーロ 	ノルマンディーサラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：58．5� 3．0�
69 トーアイカヅチ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行高山ランド	 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 466 ―1：59．98 25．3�
11 ライヴアクアマリン 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹澤田 孝之氏 池上 昌和 新ひだか 藤沢牧場 514 ―2：00．11� 34．2
56 ハ ロ サ ン 牡2鹿 54 江田 照男乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 462 ―2：00．41� 70．5�
44 ム ジ ョ ウ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 野表 俊一 514 ―2：01．03� 58．4�

（ミスターフロレンツ）

57 ウェルシュゴールド 牝2栗 54 丸山 元気 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 472 ―2：01．85 15．3�

711 セイカファータ 牝2栗 54 横山 和生久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 432 ―2：02．12 98．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，411，000円 複勝： 39，233，100円 枠連： 11，679，100円
馬連： 57，251，600円 馬単： 29，973，900円 ワイド： 48，393，400円
3連複： 87，090，900円 3連単： 106，860，400円 計： 422，893，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 420円 � 140円 � 180円 枠 連（2－8） 2，520円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，520円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 54，130円

票 数

単勝票数 計 424110 的中 � 13864（7番人気）
複勝票数 計 392331 的中 � 17103（6番人気）� 97500（1番人気）� 56732（3番人気）
枠連票数 計 116791 的中 （2－8） 3584（9番人気）
馬連票数 計 572516 的中 �� 16041（8番人気）
馬単票数 計 299739 的中 �� 2730（27番人気）
ワイド票数 計 483934 的中 �� 11642（12番人気）�� 7656（21番人気）�� 35043（3番人気）
3連複票数 計 870909 的中 ��� 14593（13番人気）
3連単票数 計1068604 的中 ��� 1431（149番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―13．3―13．2―13．2―12．9―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―50．4―1：03．6―1：16．8―1：29．7―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
・（9，13）－（2，5）－（1，11）12，10－（3，8）－7，4，6・（9，13，5）（2，1）（10，12，8）－11（3，7）6，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックルパン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2019．4．9生 牡2鹿 母 アドマイヤアモーレ 母母 ベラミアモーレ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカファータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日まで平地競

走に出走できない。



25029 9月18日 雨 重 （3中山4） 第3日 第5競走 ��1，800�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
1：46．4
1：44．5

良
良

811 ブルーグロット 牡2黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 526 ―1：53．5 70．7�
44 エスペラント 牡2青鹿54 武藤 雅 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 464 ―1：53．71� 7．0�
68 コンクエスト 牡2鹿 54 菅原 明良前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500 ―1：53．8� 6．5�
33 ブランショセット 牡2栗 54 横山 武史吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：54．01� 10．4�
812 クアトロマジコ 牡2鹿 54 横山 和生大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 518 ―1：54．1� 15．3�
710 モントブレッチア 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 448 ―1：54．2� 64．2	
56 グラジオラス 牝2栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 434 ―1：54．3クビ 35．1�

55 グレイスフル 牝2鹿 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460 ―1：54．4� 3．1�
67 バーミリオンクリフ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 5．7
79 トゥザヒロイン 牝2栗 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ
 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 514 ―1：55．04 6．0�
11 アクナキチョウセン 牡2栗 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 長浜 秀昭 426 ―1：55．1� 102．3�
22 グ ル マ ン ド 牡2黒鹿54 菅原 隆一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 414 ―1：55．95 118．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，128，600円 複勝： 52，474，500円 枠連： 13，109，600円
馬連： 67，296，800円 馬単： 31，797，600円 ワイド： 50，845，200円
3連複： 90，888，800円 3連単： 113，381，500円 計： 467，922，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，070円 複 勝 � 1，140円 � 270円 � 210円 枠 連（4－8） 4，720円

馬 連 �� 26，750円 馬 単 �� 74，290円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 3，840円 �� 870円

3 連 複 ��� 34，440円 3 連 単 ��� 441，940円

票 数

単勝票数 計 481286 的中 � 5774（10番人気）
複勝票数 計 524745 的中 � 9650（9番人気）� 53619（5番人気）� 76277（3番人気）
枠連票数 計 131096 的中 （4－8） 2150（17番人気）
馬連票数 計 672968 的中 �� 1949（40番人気）
馬単票数 計 317976 的中 �� 321（96番人気）
ワイド票数 計 508452 的中 �� 2187（40番人気）�� 3339（32番人気）�� 15844（11番人気）
3連複票数 計 908888 的中 ��� 1979（77番人気）
3連単票数 計1133815 的中 ��� 186（672番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―26．4―40．0―53．5―1：06．4―1：18．8―1：30．7―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
11（12，7）（3，4）8，1（6，10）（5，9）＝2
11，12（3，7）（4，8）（1，6）（5，10）9，2

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

勝馬の
紹 介

ブルーグロット �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2019．3．25生 牡2黒鹿 母 マルターズクリス 母母 マルターズスパーブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※グルマンド号・モントブレッチア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25030 9月18日 雨 不良 （3中山4） 第3日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�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
1：08．5
1：08．5

重
重

610 イ デ ィ オ ム 牡3栗 55
54 ☆斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 488－ 41：10．8 17．3�

45 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム B480－ 81：10．9クビ 55．8�
814 ニシノミズカゼ 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B470＋ 4 〃 クビ 10．7�
57 アップリバー 牝3青鹿53 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494± 01：11．0クビ 1．9�
46 ネイチャーカレン 牡4黒鹿57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 462± 01：11．21� 17．9�
33 アポロセイラン 牡4鹿 57 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 470－101：11．3� 21．6�
712� タイキザモーメント 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗	大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 502－101：11．4� 42．6


69 � ルミエールソレイユ 牝5栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 486± 0 〃 ハナ 47．5�
813� フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 B464＋ 81：11．5� 27．5�
22 カクカクシカジーカ 牝6芦 55

52 ▲小林 凌大芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 424－ 4 〃 クビ 100．5
711 ピュアプリンセス 牝4栗 55

53 △秋山 稔樹田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 498± 01：11．7� 20．5�
11 バルネージュ �3芦 55 津村 明秀手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 B508－ 21：11．91� 28．3�
58 イサチルプリンス 牡3黒鹿55 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 496＋ 81：12．0� 3．6�
34 � フ ジ コ ウ キ 牡4芦 57

54 ▲横山 琉人荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 460－ 41：12．85 111．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，525，900円 複勝： 59，715，600円 枠連： 18，931，000円
馬連： 77，628，400円 馬単： 39，250，800円 ワイド： 69，400，700円
3連複： 122，865，000円 3連単： 156，044，900円 計： 596，362，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 450円 � 1，510円 � 370円 枠 連（4－6） 7，380円

馬 連 �� 43，090円 馬 単 �� 73，770円

ワ イ ド �� 11，180円 �� 2，190円 �� 7，630円

3 連 複 ��� 126，570円 3 連 単 ��� 628，510円

票 数

単勝票数 計 525259 的中 � 24159（4番人気）
複勝票数 計 597156 的中 � 36101（5番人気）� 9439（12番人気）� 45124（3番人気）
枠連票数 計 189310 的中 （4－6） 1988（16番人気）
馬連票数 計 776284 的中 �� 1396（62番人気）
馬単票数 計 392508 的中 �� 399（106番人気）
ワイド票数 計 694007 的中 �� 1586（69番人気）�� 8300（23番人気）�� 2332（57番人気）
3連複票数 計1228650 的中 ��� 728（188番人気）
3連単票数 計1560449 的中 ��� 180（972番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．1―11．7―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．4―45．1―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．4
3 ・（7，14）－9（10，13）（5，11）－2（1，12）6，3（4，8） 4 7，14－（9，10，13）5－11，2，1（6，12，3）－（4，8）

勝馬の
紹 介

イ デ ィ オ ム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Gone West デビュー 2021．1．16 中山9着

2018．3．25生 牡3栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 5戦2勝 賞金 12，700，000円



25031 9月18日 雨 重 （3中山4） 第3日 第7競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
2：29．5
2：28．2

良
良

55 マリノアズラ 牝3黒鹿52 津村 明秀矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 458－102：34．1 4．9�
11 ボーンジーニアス 牡3鹿 54 丸山 元気和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 448－ 8 〃 ハナ 9．2�
56 ヒシシュシュ 牝3鹿 52 戸崎 圭太阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 414＋ 82：34．31� 2．5�
67 ヴォリアーモ 牝4鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：34．83 14．2�
44 � スカイシーカー �3栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 小島 茂之 愛 Bernard

Cooke 492± 02：34．9アタマ 4．1�
812 レットミーアウト 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B480＋ 42：35．11	 22．1

68 インペリアルツアー 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 448－ 22：35．2	 19．9�
811 ルーパステソーロ 牡3芦 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 日高 藤本ファーム 528－ 22：36．58 17．4�
33 エ デ リ ー 牡5鹿 57

56 ☆木幡 育也ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B542－ 62：36．71 36．3

710 ラ デ ツ キ ー 牡5栗 57
55 ◇藤田菜七子中辻 明氏 小手川 準 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B496－ 42：37．23 35．4�
79 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57 菅原 明良本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B484－ 42：37．3	 55．5�
22 プライムデイ 牡3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 	スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 498＋ 42：41．0大差 67．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，082，100円 複勝： 52，661，900円 枠連： 16，964，600円
馬連： 71，097，400円 馬単： 30，035，600円 ワイド： 57，804，900円
3連複： 103，762，200円 3連単： 128，235，800円 計： 498，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 220円 � 140円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 610円 �� 250円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 380821 的中 � 62138（3番人気）
複勝票数 計 526619 的中 � 96867（2番人気）� 48728（4番人気）� 117075（1番人気）
枠連票数 計 169646 的中 （1－5） 14256（5番人気）
馬連票数 計 710974 的中 �� 29948（6番人気）
馬単票数 計 300356 的中 �� 7460（9番人気）
ワイド票数 計 578049 的中 �� 22291（6番人気）�� 67685（1番人気）�� 24381（4番人気）
3連複票数 計1037622 的中 ��� 52454（2番人気）
3連単票数 計1282358 的中 ��� 8838（21番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．3―12．2―12．0―13．0―12．9―13．2―12．0―12．0―12．1―12．0―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．5―30．8―43．0―55．0―1：08．0―1：20．9―1：34．1―1：46．1―1：58．1―2：10．2―2：22．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリノアズラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．11．23 東京8着

2018．3．25生 牝3黒鹿 母 クラウンイヴ 母母 ハイフレンドモア 8戦2勝 賞金 19，510，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プライムデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日まで平地競走

に出走できない。

25032 9月18日 小雨 不良 （3中山4） 第3日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ドラウプニル �5鹿 57 横山 武史吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：51．2 17．6�
12 コンソレーション 牡3青 54 嶋田 純次伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 ハナ 10．4�
48 メイプルエクセル 牡3栗 54 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 522± 01：51．62� 4．7�
47 ナリノペッパー 牡3芦 54 三浦 皇成成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 8．6�
23 バルンストック �4黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 488＋121：52．34 49．5�

713 アシタガアルサ 牡3栗 54 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 464－ 21：52．4� 31．3	
35 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 484－141：52．61� 121．9

816 チュウワジョーダン �4黒鹿57 丹内 祐次中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B442－ 21：52．7� 9．4�
510 コスモコラッジョ 牡3鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 488＋101：52．91� 3．7
612 リーブラテソーロ 牡3鹿 54

51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B462± 01：53．0� 13．8�

24 サ ル ー テ �6鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 556± 01：53．21� 46．4�
59 トリストラム 牡3鹿 54 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 494± 01：53．72� 27．6�
815� ユーアーマイソウル 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 490＋101：54．65 210．9�
611 エレガントチャーム 牝4鹿 55 横山 和生�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478－ 61：55．87 6．9�
11 タマダイヤモンド 牝3青鹿 52

49 ▲横山 琉人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484± 01：56．22 18．9�
714 ワタシヲマッテル 牝6栗 55 菅原 明良小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468＋ 41：56．3� 112．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，581，500円 複勝： 72，230，900円 枠連： 22，303，000円
馬連： 97，839，400円 馬単： 37，324，700円 ワイド： 85，322，700円
3連複： 156，461，900円 3連単： 162，418，300円 計： 685，482，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 400円 � 340円 � 180円 枠 連（1－3） 5，450円

馬 連 �� 11，130円 馬 単 �� 25，010円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 1，300円 �� 840円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 109，630円

票 数

単勝票数 計 515815 的中 � 23417（8番人気）
複勝票数 計 722309 的中 � 41554（8番人気）� 51330（5番人気）� 125622（2番人気）
枠連票数 計 223030 的中 （1－3） 3167（20番人気）
馬連票数 計 978394 的中 �� 6807（43番人気）
馬単票数 計 373247 的中 �� 1119（89番人気）
ワイド票数 計 853227 的中 �� 6434（44番人気）�� 16964（13番人気）�� 27007（5番人気）
3連複票数 計1564619 的中 ��� 8486（53番人気）
3連単票数 計1624183 的中 ��� 1074（415番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―35．9―48．5―1：00．8―1：13．2―1：25．8―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
6－（10，15）（7，12，16）－（9，14）（2，8）11，3，13，1，4－5
6（10，15，16）（7，12）（2，9，8）14，3，11（13，1）（5，4）

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

勝馬の
紹 介

ドラウプニル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．21 中京1着

2016．3．5生 �5鹿 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 19戦2勝 賞金 39，288，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワタシヲマッテル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月18日まで平地

競走に出走できない。



25033 9月18日 曇 不良 （3中山4） 第3日 第9競走 2，400�
ま つ ど

松 戸 特 別
発走14時35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
松戸市長賞（1着）

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

57 ホウオウエーデル 牡5鹿 57 丹内 祐次小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 490－ 82：31．2 33．9�
69 スキッピングロック 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：32．79 78．5�
44 スーパーフェイバー 牡3黒鹿54 戸崎 圭太�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 488＋ 22：32．9� 2．6�
710 フラッシングジェム 牝5青鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 482－ 62：33．01 10．3�
22 ラヴォラーレ 牡3鹿 54 菅原 明良 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 518＋ 42：33．2� 3．3	
56 プチティラン 牡5鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 474± 02：33．3� 115．2

68 グッドリドゥンス 牡4栗 57 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 486＋ 22：33．51� 7．4�
711 ゼ ロ ー ソ 牡3栗 54 柴田 善臣ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 02：33．92� 19．6�
33 アバオアクー �9鹿 57 木幡 巧也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B498＋ 42：34．21� 82．7
45 キタサンヴィクター 牡6鹿 57 丸山 元気�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 516＋ 22：34．41� 19．7�
812 メイショウオオタカ 牡5鹿 57 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 2 〃 クビ 17．2�
11 � ディスカバー �7鹿 57 柴田 大知村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B472＋ 62：35．57 80．7�
813 ペルルドール 牝4栗 55 横山 武史寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B486＋ 82：36．45 8．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，105，900円 複勝： 56，854，300円 枠連： 22，605，700円
馬連： 102，423，300円 馬単： 40，716，800円 ワイド： 72，850，500円
3連複： 146，356，600円 3連単： 176，241，400円 計： 665，154，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，390円 複 勝 � 690円 � 1，480円 � 170円 枠 連（5－6） 9，220円

馬 連 �� 66，980円 馬 単 �� 132，190円

ワ イ ド �� 14，210円 �� 1，720円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 95，690円 3 連 単 ��� 774，390円

票 数

単勝票数 計 471059 的中 � 11101（9番人気）
複勝票数 計 568543 的中 � 18158（9番人気）� 7932（11番人気）� 123830（1番人気）
枠連票数 計 226057 的中 （5－6） 1899（18番人気）
馬連票数 計1024233 的中 �� 1185（63番人気）
馬単票数 計 407168 的中 �� 231（127番人気）
ワイド票数 計 728505 的中 �� 1301（66番人気）�� 11179（24番人気）�� 4264（36番人気）
3連複票数 計1463566 的中 ��� 1147（143番人気）
3連単票数 計1762414 的中 ��� 165（965番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―12．5―12．4―13．1―13．8―14．0―11．9―11．9―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．1―37．6―50．0―1：03．1―1：16．9―1：30．9―1：42．8―1：54．7―2：06．8―2：18．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウエーデル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2018．10．20 東京7着

2016．4．29生 牡5鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 22戦3勝 賞金 41，475，000円

25034 9月18日 曇 重 （3中山4） 第3日 第10競走 1，600�
おんじゅく

御 宿 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

33 サ ト ノ ア イ 牝3青鹿53 横山 武史 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：35．2 5．5�
711 ビューティフルデイ 牝3鹿 53 三浦 皇成�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 21：35．41� 3．1�
69 ムーンライト 牝4青 55 横山 和生石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 468－ 21：35．61� 7．6�
46 ライクアジュエリー 牝4鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 29．8�
57 アグリューム 牝5鹿 55 菅原 明良 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 81：35．7� 12．2	
11 エバーミランダ 牝6鹿 55 内田 博幸宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 456＋ 81：35．8� 48．6

34 ラキャラントシス 牝4栗 55 横山 典弘�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 478－ 21：35．9クビ 23．2�
813 アラビアンナイト 牝3青鹿53 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 440＋ 4 〃 クビ 5．4�
814 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 510＋ 21：36．0� 7．3
45 ハローユニコーン 牝7鹿 55 斎藤 新 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 466－ 21：36．1� 33．0�
22 オータムレッド 牝4栗 55 津村 明秀青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 クビ 21．5�
610 レオハイセンス 牝4鹿 55 江田 照男�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 454＋161：36．63 49．0�
58 フランジヴェント 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 69．1�
712 スピードオブラブ 牝4鹿 55 木幡 巧也石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム B454＋ 2 〃 アタマ 96．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，259，800円 複勝： 99，155，300円 枠連： 33，237，600円
馬連： 165，674，900円 馬単： 57，837，100円 ワイド： 121，666，900円
3連複： 240，237，800円 3連単： 249，097，900円 計： 1，036，167，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（3－7） 1，020円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 500円 �� 750円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 13，200円

票 数

単勝票数 計 692598 的中 � 99647（3番人気）
複勝票数 計 991553 的中 � 115510（4番人気）� 190890（1番人気）� 129093（3番人気）
枠連票数 計 332376 的中 （3－7） 25044（4番人気）
馬連票数 計1656749 的中 �� 108369（3番人気）
馬単票数 計 578371 的中 �� 17072（7番人気）
ワイド票数 計1216669 的中 �� 62820（4番人気）�� 40018（7番人気）�� 68013（3番人気）
3連複票数 計2402378 的中 ��� 78440（3番人気）
3連単票数 計2490979 的中 ��� 13679（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―36．9―48．8―1：00．9―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

サ ト ノ ア イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Catcher In The Rye デビュー 2020．6．21 阪神5着

2018．3．8生 牝3青鹿 母 キャッチザカクテル 母母 Cocktail Attire 9戦3勝 賞金 31，485，000円



25035 9月18日 小雨 不良 （3中山4） 第3日 第11競走 ��1，200�
はつかぜ

初風ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．9．19以降3．9．12まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未
勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

24 アイアムハヤスギル 牡5黒鹿55 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 61：09．4 9．7�
816 オヌシナニモノ 牡4鹿 56 斎藤 新ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 468＋ 61：09．5� 6．3�
612 バーニングペスカ 牡6鹿 56 M．デムーロ山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472± 01：09．7� 10．3�
23 クインズヴィヴィ 牝4青 53 石橋 脩 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 494＋ 61：09．8� 6．3�
47 ナンヨーイザヨイ �5黒鹿53 内田 博幸中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 クビ 68．1�
815 ゴッドバンブルビー 牝5栗 54 横山 和生中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462＋ 61：09．9クビ 13．8	
713 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿56 柴田 大知岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B534＋ 2 〃 アタマ 11．6

611 メイショウヒバリ 牝4栗 52 丸山 元気松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 470± 01：10．0� 18．7�
48 モズレジーナ 牝5鹿 52 黛 弘人 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 450－ 4 〃 ハナ 30．4�
11 � ヒルノサルバドール 牡8栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 4 〃 クビ 15．6
714 メイショウミライ 牡6栗 55 田辺 裕信松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 494－ 21：10．31� 9．2�
59 ローレルジャック 牡8黒鹿53 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 498＋ 41：10．4� 98．3�
35 サンマルベスト 牡5栗 54 菊沢 一樹相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484－ 81：10．5� 99．3�
36 ベイビーボス 牡4鹿 54 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 474＋ 2 〃 クビ 5．6�
510 ロイヤルバローズ 牡6鹿 56 三浦 皇成猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 470－ 61：10．92� 14．1�
12 � ラフィンクロンヌ 牝4栗 53 原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 488＋ 61：12．38 25．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，354，700円 複勝： 156，452，400円 枠連： 79，837，400円
馬連： 338，415，100円 馬単： 110，923，200円 ワイド： 239，878，900円
3連複： 601，556，200円 3連単： 590，549，800円 計： 2，223，967，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 230円 � 340円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，100円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 12，280円 3 連 単 ��� 76，310円

票 数

単勝票数 計1063547 的中 � 87098（5番人気）
複勝票数 計1564524 的中 � 125897（4番人気）� 193642（2番人気）� 112716（7番人気）
枠連票数 計 798374 的中 （2－8） 84263（1番人気）
馬連票数 計3384151 的中 �� 73622（12番人気）
馬単票数 計1109232 的中 �� 11479（24番人気）
ワイド票数 計2398789 的中 �� 49640（9番人気）�� 28955（30番人気）�� 46180（12番人気）
3連複票数 計6015562 的中 ��� 36730（40番人気）
3連単票数 計5905498 的中 ��� 5610（247番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．2―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．2―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．2
3 2，11，16（10，12）6（4，13）7（5，14）（3，9）1，8，15 4 ・（2，11，16）（10，12）（6，4，13）（5，7，14）9（3，1）（15，8）

勝馬の
紹 介

アイアムハヤスギル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．2生 牡5黒鹿 母 アイアムネフライト 母母 アイアムアドーター 24戦4勝 賞金 80，207，000円
〔その他〕 ラフィンクロンヌ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラフィンクロンヌ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月18日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アメリカンファクト号・アーバンイェーガー号・アールロッソ号・グラスボイジャー号・サイモンハロルド号・

シアーライン号・ショウナンアニメ号・スーパーアキラ号・ディサーニング号・トラストロン号・
ニシノホライゾン号・ノアヴィグラス号・フィールザファラオ号

25036 9月18日 曇 重 （3中山4） 第3日 第12競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走16時25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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿57 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 500＋ 22：00．5 2．9�
47 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 454－ 22：00．6� 9．9�
611� スカイテラス 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 494＋ 62：00．71 15．5�
23 ランドアーティスト �4鹿 57 横山 武史吉田 照哉氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 484＋ 42：01．01� 4．9�
24 セ ル ジ ュ 牡3鹿 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 484＋ 62：01．1� 6．9	
59 ピンクレガシー 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 452－ 22：01．31� 39．5

48 ロッソモラーレ 牡4芦 57 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B470＋102：01．4� 12．1�
12 � ルリマツリムーン 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 484－ 62：01．6� 66．2�
714 グレルグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 456－ 82：02．02� 31．6
510 リュンヌドネージュ 牡3芦 54 野中悠太郎髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B478± 0 〃 ハナ 265．8�
612� ホウオウビクトリー 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 476－ 62：02．1クビ 67．1�
816 レッドアウレア 牡3栗 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 490± 02：02．2� 7．4�
35 グラスディアブロ 牡4鹿 57 木幡 巧也半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 B452－10 〃 クビ 123．1�
36 グランエクセレント 牡4鹿 57

55 △秋山 稔樹田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 508－ 42：02．51� 28．4�
713 マイネルクロンヌ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 504－ 42：02．81� 94．6�
815 スペースシップ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 470－102：03．75 27．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，974，500円 複勝： 104，291，200円 枠連： 45，966，600円
馬連： 175，651，900円 馬単： 70，019，700円 ワイド： 145，172，300円
3連複： 286，352，400円 3連単： 322，687，900円 計： 1，238，116，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 270円 � 370円 枠 連（1－4） 810円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 630円 �� 810円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 24，200円

票 数

単勝票数 計 879745 的中 � 241665（1番人気）
複勝票数 計1042912 的中 � 253145（1番人気）� 86742（5番人気）� 58860（7番人気）
枠連票数 計 459666 的中 （1－4） 43776（2番人気）
馬連票数 計1756519 的中 �� 77242（6番人気）
馬単票数 計 700197 的中 �� 18129（8番人気）
ワイド票数 計1451723 的中 �� 61833（5番人気）�� 46466（8番人気）�� 17756（25番人気）
3連複票数 計2863524 的中 ��� 33623（17番人気）
3連単票数 計3226879 的中 ��� 9666（58番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．3―12．0―12．2―12．6―12．3―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．5―47．5―59．7―1：12．3―1：24．6―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
8，12－（11，7）（3，15）4（1，9，14，16）（2，5，10）－6，13
8－（11，12）7，3（15，16）（1，4，13）（2，9，14）5，6－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリノモンターニュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．9．14 中山2着

2017．2．22生 牡4黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 15戦2勝 賞金 33，382，000円



（3中山4）第3日 9月18日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 168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

205，100，000円
27，700，000円
1，380，000円
22，280，000円
73，125，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
668，897，400円
855，608，700円
306，341，000円
1，348，370，100円
542，795，900円
1，070，676，800円
2，140，498，500円
2，363，202，000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 9，296，390，400円

総入場人員 3，236名 （有料入場人員 3，086名）
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