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2508510月2日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （3中山4） 第8日 第1競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

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3：10．2良・良

58 ドリームソルジャー 牡7栗 60 植野 貴也 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト

クラブ 484± 03：16．8 7．8�
814 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－ 83：17．86 5．2�
711 ブルーノジュネス �4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋ 6 〃 ハナ 4．7�
33 ア ノ 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 442－ 63：18．22� 9．5�
57 アルトリウス �7鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム 462＋ 63：18．3� 127．2	
11 アポロファントム 牡4鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 462＋ 43：18．51� 30．7

45 ピュアヒカリ �5鹿 60 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 450－ 83：19．13� 82．4�
46 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 63：19．2クビ 107．5�
22 ブラックジャッカル �3青鹿58 熊沢 重文中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 464± 0 〃 クビ 21．3
34 アドラメレク 牡7黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 43：19．51� 7．7�
712 レーヴドオルフェ 牡4栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 506＋ 63：19．6	 11．8�
610 ワンダーサーイター 牡4青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 476＋103：20．02 63．9�
813
 イッツリット 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

B508＋163：21．59 3．6�
69 ブールバール 牝5鹿 58 大江原 圭寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 454－ 4 （競走中止） 143．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，634，700円 複勝： 39，922，400円 枠連： 14，072，000円
馬連： 46，658，600円 馬単： 23，492，900円 ワイド： 39，410，200円
3連複： 84，881，500円 3連単： 90，299，900円 計： 363，372，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 180円 � 170円 枠 連（5－8） 1，190円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 31，790円

票 数

単勝票数 計 246347 的中 � 24998（5番人気）
複勝票数 計 399224 的中 � 34815（6番人気）� 61354（3番人気）� 67442（2番人気）
枠連票数 計 140720 的中 （5－8） 9164（5番人気）
馬連票数 計 466586 的中 �� 11221（15番人気）
馬単票数 計 234929 的中 �� 3034（25番人気）
ワイド票数 計 394102 的中 �� 9125（15番人気）�� 13040（9番人気）�� 22663（3番人気）
3連複票数 計 848815 的中 ��� 15001（14番人気）
3連単票数 計 902999 的中 ��� 2059（106番人気）
上り 1マイル 1：50．1 4F 54．7－3F 41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームソルジャー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．6．26 阪神3着

2014．3．22生 牡7栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ブールバール号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
※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 トモノコテツ号

2508610月2日 晴 重 （3中山4） 第8日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時40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 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

36 アイムファイン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 406－ 21：09．1 18．4�
714 ディージェーサン 牝2黒鹿54 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 414＋ 8 〃 アタマ 4．5�
816 スンヌンタイ 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 502＋ 41：09．52 2．3�
510 ブランデーロック 牡2栗 55

53 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 61：09．71� 11．7�
11 モ ー ル 牡2栗 55 C．ルメール �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 472－ 61：09．8� 4．7	
23 コ リ コ 牝2黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 434± 0 〃 クビ 98．9

815 ベ ル ベ リ ス 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 462＋ 8 〃 アタマ 14．6�
48 タイセイクレセント 牡2鹿 55 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 470＋ 41：10．32� 21．0�
612 ドゥラヴォーグ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介サイプレスホール
ディングス合同会社 加藤 和宏 新ひだか 三木田牧場 408＋ 4 〃 ハナ 383．9

59 エスティメート 牡2栗 55 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 446＋ 2 〃 ハナ 21．5�
47 オ リ ベ 牡2鹿 55 原田 和真 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 平取 稲原牧場 476－ 41：10．62 352．0�
713 サリーチャン 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 458± 0 〃 ハナ 229．0�
12 トリップダンサー 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 大道牧場 434± 01：10．7� 311．1�
611 スターソルジャー 牡2芦 55

53 ◇藤田菜七子大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 430＋121：10．91� 184．8�
35 リネンエール 牝2栗 54 丸田 恭介戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 476± 01：13．1大差 361．2�
24 グ ル マ ン ド 牡2黒鹿55 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 416＋ 21：13．2� 284．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，358，400円 複勝： 65，003，500円 枠連： 14，290，600円
馬連： 68，923，700円 馬単： 35，948，900円 ワイド： 63，935，500円
3連複： 106，554，800円 3連単： 123，755，800円 計： 523，771，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 260円 � 140円 � 120円 枠 連（3－7） 2，780円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 670円 �� 540円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 453584 的中 � 20786（6番人気）
複勝票数 計 650035 的中 � 44683（5番人気）� 125367（2番人気）� 177058（1番人気）
枠連票数 計 142906 的中 （3－7） 3974（10番人気）
馬連票数 計 689237 的中 �� 21575（10番人気）
馬単票数 計 359489 的中 �� 4203（26番人気）
ワイド票数 計 639355 的中 �� 21475（9番人気）�� 27459（6番人気）�� 96985（1番人気）
3連複票数 計1065548 的中 ��� 46248（4番人気）
3連単票数 計1237558 的中 ��� 4589（66番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムファイン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．19 中山3着

2019．3．1生 牝2鹿 母 ヒーラブズミー 母母 ロ リ ー タ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 スンヌンタイ号の騎手津村明秀は，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：6番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンエール号・グルマンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月2日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミルトイグニス号

第４回 中山競馬 第８日



2508710月2日 晴 重 （3中山4） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時10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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

23 ワカミヤプレスト 牡2鹿 55 勝浦 正樹芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 21：52．7 38．2�

59 サトミノマロン 牡2栗 55 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 524－ 61：52．91� 5．2�
714 セイカフォルゴーレ 牡2栗 55 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 500－ 21：53．22 2．0�
510 ク ル ル 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 486± 01：54．05 35．1�

816 ブレイクフォース 牡2栗 55
52 ▲永野 猛蔵水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 484－ 41：54．42� 297．0�

12 コパノカールトン 牡2栗 55 石橋 脩小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 536± 0 〃 アタマ 41．0	
713 テイエムアジアダン 牡2栗 55 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 516± 01：54．5クビ 13．7

612 ネ ル ガ ル 牡2鹿 55 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 470± 01：54．61 326．5�
47 ダイナマイトベルン 牡2鹿 55 横山 和生四本 昭弘氏 加藤士津八 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 01：55．02� 71．5�
11 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± 01：55．1� 14．2�
815 グリーンライズ 牡2黒鹿 55

52 ▲横山 琉人加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 452＋ 61：55．41� 39．1�
48 タクティーレン 牡2鹿 55

53 △秋山 稔樹吉田 晴哉氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 510－101：55．5� 329．8�
35 エコロドラゴン 牡2鹿 55 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 542± 01：55．82 8．6�
611 グ ル ー ト ン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 和田 勇介 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 478＋121：57．7大差 10．5�
36 サパテアール 牡2青鹿55 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム 504＋ 61：58．02 98．2�
24 ウィンターアゲイン 牡2芦 55 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 田中 裕之 B448－ 81：58．95 46．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，894，600円 複勝： 85，017，200円 枠連： 15，609，200円
馬連： 81，491，700円 馬単： 41，885，200円 ワイド： 78，760，000円
3連複： 131，218，100円 3連単： 153，324，400円 計： 645，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 530円 � 150円 � 110円 枠 連（2－5） 3，380円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 18，750円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 980円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 54，380円

票 数

単勝票数 計 578946 的中 � 12830（8番人気）
複勝票数 計 850172 的中 � 23360（7番人気）� 147430（2番人気）� 285083（1番人気）
枠連票数 計 156092 的中 （2－5） 3574（13番人気）
馬連票数 計 814917 的中 �� 10020（20番人気）
馬単票数 計 418852 的中 �� 1675（49番人気）
ワイド票数 計 787600 的中 �� 9567（23番人気）�� 19256（11番人気）�� 81080（1番人気）
3連複票数 計1312181 的中 ��� 25048（10番人気）
3連単票数 計1533244 的中 ��� 2044（172番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―12．8―12．6―12．2―12．5―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．2―49．0―1：01．6―1：13．8―1：26．3―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．9
1
3
5，14，7（9，6）（1，11）10－（2，15）4（3，8）13（16，12）・（5，14）（7，9，2）－1（10，6）（3，11）（16，15）（12，8，4）13

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

勝馬の
紹 介

ワカミヤプレスト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．15 札幌7着

2019．3．10生 牡2鹿 母 ゴールデンロッド 母母 プリンセスゴールド 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サパテアール号・ウィンターアゲイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

11月2日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メルト号
（非抽選馬） 2頭 フォレスタブル号・リッキーファラオ号

2508810月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時40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
1：58．9
1：58．9

良
良

611 レヴァンジル 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：00．6 3．8�
36 サンストックトン 牡2栗 55 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 452－ 22：00．7� 2．8�
612� キスアンドテル 牝2鹿 54 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 494－ 22：02．08 16．6�
59 ウ ロ ボ ン 牡2黒鹿55 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 456＋ 4 〃 ハナ 6．9�
48 スリーエクスプレス 牡2鹿 55 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484－ 4 〃 クビ 5．9	
510 ヴァプンアート 牡2鹿 55 戸崎 圭太西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 452＋ 42：02．42� 8．1

11 コスモフロイデ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 454＋ 42：02．72 35．0�
12 タッチフラッシュ 牡2黒鹿55 木幡 巧也中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 大柳ファーム 468＋ 82：02．8クビ 115．3�
815 ハリソンテソーロ 牡2黒鹿55 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 520－ 42：03．01� 80．8
23 ミュステーリオン 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 8 〃 ハナ 83．9�
35 ウインドエラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 水丸牧場 438＋ 42：03．32 227．6�
24 グランシャーク 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 492± 02：03．83 389．7�
714 イエローウィン 牝2黒鹿54 野中悠太郎平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 462－ 8 〃 ハナ 306．8�
816 ブルーシグナル 牡2栗 55

52 ▲横山 琉人田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 440＋12 〃 ハナ 383．7�
47 プリンスミノル 牡2鹿 55 大野 拓弥吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 444± 02：04．43� 185．4�
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713 クラウンセト 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�クラウン 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 456＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，765，100円 複勝： 75，478，800円 枠連： 17，209，100円
馬連： 77，417，200円 馬単： 37，777，100円 ワイド： 68，251，300円
3連複： 108，919，100円 3連単： 135，193，100円 計： 577，010，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 330円 枠 連（3－6） 560円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 290円 �� 770円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 差引計 567651（返還計 3077） 的中 � 124767（2番人気）
複勝票数 差引計 754788（返還計 5760） 的中 � 126006（3番人気）� 168719（1番人気）� 43606（6番人気）
枠連票数 差引計 172091（返還計 111） 的中 （3－6） 23795（2番人気）
馬連票数 差引計 774172（返還計 12187） 的中 �� 90185（1番人気）
馬単票数 差引計 377771（返還計 6529） 的中 �� 19846（2番人気）
ワイド票数 差引計 682513（返還計 15689） 的中 �� 69588（1番人気）�� 21118（11番人気）�� 17780（12番人気）
3連複票数 差引計1089191（返還計 42312） 的中 ��� 28879（11番人気）
3連単票数 差引計1351931（返還計 50554） 的中 ��� 8850（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．8―12．1―12．4―12．1―12．7―12．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―48．5―1：00．9―1：13．0―1：25．7―1：37．8―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9
1
3
3－（5，6）－（7，11）14（4，12）（2，8）（9，16）（10，15）－1
3（5，6）11（7，12，14，10）（4，2，8，9）（16，15）1

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

勝馬の
紹 介

レヴァンジル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．7．25 新潟3着

2019．1．15生 牡2黒鹿 母 トゥリフォー 母母 Cassydora 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔競走除外〕 クラウンセト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クラウンセト号は，令和3年10月3日から令和3年11月1日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



2508910月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

23 ガルブグリーン 牝2黒鹿 54
51 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 442 ―1：38．1 176．3�

35 アンテロープ 牝2鹿 54 三浦 皇成村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444 ―1：38．21 5．3�
11 ヴァロンダンス 牝2鹿 54 丸田 恭介 �グリーンファーム宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 422 ―1：38．3クビ 4．7�
47 ビュートラン 牝2青鹿54 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 オリオンファーム 486 ―1：38．4� 143．4�
48 ココリヴァルキリー 牝2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 430 ―1：38．61� 8．1�
12 ライブインステラ 牝2青 54 柴田 善臣吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 13．3	
815 エコルフリューゲル 牝2栗 54 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 458 ―1：38．7クビ 29．1

24 ブルーゲート 牝2黒鹿54 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 424 ―1：38．81 29．0�
714 カルミチャン 牝2栗 54 石川裕紀人�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 432 ―1：39．54 28．0�
713 キタノキャスター 牝2栗 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 452 ―1：39．6アタマ 264．5
59 シェーネンターク 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：39．92 225．2�
510 スプリングオペラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 和田 雄二 新冠 上井農場 460 ―1：40．0クビ 161．3�
611 リトルポピー 牝2芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：40．1� 2．5�
36 ダイユウシェリー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介大友 靖岐氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 424 ―1：40．73� 113．0�
816 メロディーフェア 牝2栗 54 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 462 ―1：41．12� 16．3�
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612 オーエンズテソーロ 牝2栗 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 むかわ 新井牧場 500 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，655，000円 複勝： 50，257，400円 枠連： 15，839，400円
馬連： 59，326，700円 馬単： 31，063，400円 ワイド： 51，559，700円
3連複： 81，217，200円 3連単： 91，476，200円 計： 428，395，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，630円 複 勝 � 3，130円 � 180円 � 180円 枠 連（2－3） 4，670円

馬 連 �� 35，340円 馬 単 �� 121，340円

ワ イ ド �� 9，350円 �� 9，170円 �� 470円

3 連 複 ��� 35，270円 3 連 単 ��� 506，260円

票 数

単勝票数 差引計 476550（返還計 11656） 的中 � 2296（13番人気）
複勝票数 差引計 502574（返還計 15581） 的中 � 2896（13番人気）� 86848（2番人気）� 81191（3番人気）
枠連票数 差引計 158394（返還計 2563） 的中 （2－3） 2625（16番人気）
馬連票数 差引計 593267（返還計 34518） 的中 �� 1301（45番人気）
馬単票数 差引計 310634（返還計 16837） 的中 �� 192（121番人気）
ワイド票数 差引計 515597（返還計 38247） 的中 �� 1341（49番人気）�� 1368（48番人気）�� 31052（3番人気）
3連複票数 差引計 812172（返還計 93259） 的中 ��� 1727（84番人気）
3連単票数 差引計 914762（返還計 89332） 的中 ��� 131（752番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．9―37．6―50．6―1：03．3―1：15．3―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ガルブグリーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2019．3．4生 牝2黒鹿 母 ファータグリーン 母母 レディーダービー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 オーエンズテソーロ号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右飛節部蹴傷〕を発症したため競走除外。発走時刻4分

遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 エクレアサトリ号・シャンブレー号・シュガーエンジェル号・ゼンノテンバ号・タカラグローリー号・

タナザウィング号・トニーロマンス号・フラワースプリング号・ペイシャスウィート号・ロジレット号

2509010月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時00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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

12 アイヴォリードレス 牝2芦 54 菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446 ―1：11．4 9．5�

35 ルプランドル 牝2栗 54
51 ▲永野 猛蔵 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：12．25 6．6�
23 ミルトクリーガー 牡2黒鹿55 津村 明秀永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 472 ―1：12．52 45．2�
510 ネコニャンニャン 牝2鹿 54 C．ルメール 加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 502 ―1：12．6� 2．5�
47 クルールデュヴァン 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 470 ―1：12．7� 4．9	
48 ライヴトパーズ 牝2鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 408 ―1：12．91� 25．1

611 マイネルシトラス 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 512 ―1：13．96 101．7�
816 ア ス ガ ル ド 牡2栗 55 横山 和生野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 西村牧場 524 ―1：14．21� 9．6�
815 ラ ー ジ ベ ル 牝2鹿 54

52 △山田 敬士�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 466 ―1：14．51� 65．5
59 スリールトウショウ 牝2青鹿54 丸田 恭介広尾レース� 和田 雄二 新冠 中山 高鹿康 426 ―1：14．6� 53．9�
612 グラサージュ 牝2黒鹿54 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 524 ―1：14．81 18．5�
24 マロンブリンク 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 426 ― 〃 クビ 165．2�
11 ファイアリースカイ 牝2青鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：16．28 19．4�
36 ゲールズヒーロー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 460 ―1：17．15 152．2�

714 チ ー マ マ 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 458 ―1：17．95 77．9�

713 エクメディダイヤ 牡2黒鹿55 菅原 隆一橋本慎太郎氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社 ホース・
マネジメント・ボス 474 ―1：18．0� 132．9�
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売 得 金
単勝： 51，238，300円 複勝： 54，342，500円 枠連： 16，702，300円
馬連： 61，986，800円 馬単： 31，898，200円 ワイド： 55，845，400円
3連複： 94，713，100円 3連単： 101，714，200円 計： 468，440，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 300円 � 230円 � 1，140円 枠 連（1－3） 1，440円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 820円 �� 4，520円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 23，420円 3 連 単 ��� 95，890円

票 数

単勝票数 計 512383 的中 � 45048（4番人気）
複勝票数 計 543425 的中 � 48890（5番人気）� 69768（3番人気）� 10397（9番人気）
枠連票数 計 167023 的中 （1－3） 8941（8番人気）
馬連票数 計 619868 的中 �� 24279（8番人気）
馬単票数 計 318982 的中 �� 5003（19番人気）
ワイド票数 計 558454 的中 �� 18510（8番人気）�� 3099（41番人気）�� 3630（36番人気）
3連複票数 計 947131 的中 ��� 3032（69番人気）
3連単票数 計1017142 的中 ��� 769（299番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．7―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．7―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイヴォリードレス �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．3．22生 牝2芦 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲールズヒーロー号・チーママ号・エクメディダイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年11月2日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ディバインシチー号・ナックファクター号・リュウノアン号・レッドコーラル号



2509110月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ヴァシリエフスキー 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 472± 01：51．9 2．6�
12 メイショウホオズキ 牝3鹿 53 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 480＋141：52．21� 40．1�
11 ラ マ ト リ ス 牝4芦 55 菅原 明良吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546＋ 61：52．31 80．0�
714 ナリノクリスティー 牝4青鹿55 M．デムーロ成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464＋101：52．82� 15．5�
815 アオイシチフク 牝3黒鹿53 大野 拓弥鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 482＋ 21：53．01� 12．6�
611 クロフネミッション 牝3芦 53 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 534＋ 41：53．1クビ 12．0	
59 エヌワイパフューム 牝5鹿 55 横山 和生サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋181：53．31� 121．3

510 エアーレジーナ 牝3鹿 53

51 △秋山 稔樹遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋121：53．4� 15．5�

23 アルコディオーサ 牝3鹿 53 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 460＋ 21：53．61� 12．1

612 アイソウザスター 牝3鹿 53
50 ▲小林 凌大吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 490－ 2 〃 ハナ 12．1�

713 エスシーヴィオラ 牝3栗 53 丸山 元気工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 482＋ 61：53．81 3．6�
35 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 53

51 ◇藤田菜七子林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B476＋ 41：53．91 47．8�
47 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 丹内 祐次ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム B474＋161：54．32 45．0�
36 � マベルロンジュ 牝4栗 55 石川裕紀人落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 476＋201：54．62 190．4�
24 スティルライフ 牝3黒鹿53 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 B468＋ 41：54．7� 30．2�
816 ミツカネラクリス 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 B490＋121：55．33� 64．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，500，700円 複勝： 68，730，500円 枠連： 19，751，000円
馬連： 89，497，700円 馬単： 38，468，100円 ワイド： 76，107，100円
3連複： 136，052，300円 3連単： 142，526，000円 計： 620，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 760円 � 1，330円 枠 連（1－4） 2，600円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 3，930円 �� 16，570円

3 連 複 ��� 83，570円 3 連 単 ��� 255，770円

票 数

単勝票数 計 495007 的中 � 148997（1番人気）
複勝票数 計 687305 的中 � 163518（1番人気）� 19192（11番人気）� 10461（13番人気）
枠連票数 計 197510 的中 （1－4） 5886（12番人気）
馬連票数 計 894977 的中 �� 27685（11番人気）
馬単票数 計 384681 的中 �� 6077（16番人気）
ワイド票数 計 761071 的中 �� 11429（18番人気）�� 4975（42番人気）�� 1164（90番人気）
3連複票数 計1360523 的中 ��� 1221（194番人気）
3連単票数 計1425260 的中 ��� 404（724番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．9―47．8―1：00．5―1：13．2―1：25．9―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3

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

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

ヴァシリエフスキー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．3 中山4着

2018．3．12生 牝3鹿 母 マトリョーシカ 母母 アイスドール 4戦2勝 賞金 14，900，000円
〔発走状況〕 ラマトリス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ラマトリス号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

ヴァシリエフスキー号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12
番）

〔調教再審査〕 ラマトリス号は，発走調教再審査。
※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 サツキティアラ号・ラブエスポー号

2509210月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第8競走 ��1，200�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

58 ニシノライトニング 牡3鹿 55 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 494－ 21：11．5 10．6�
23 フェスティヴノンノ 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 462－ 21：11．6� 16．8�
11 � レ ゴ リ ス �5黒鹿57 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B482＋ 4 〃 ハナ 7．6�
712 スラップショット 牡3鹿 55 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 500＋ 21：11．91	 2．7�
815� グランミューク 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 476－ 81：12．01 46．2�
34 アドマイヤレビン 牡3鹿 55 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486－ 21：12．32 4．5	
46 ナ ー ラ ッ ク 牝4栗 55

54 ☆木幡 育也
辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 462＋141：12．4クビ 63．2�
59 スマイルアモーレ 牝3鹿 53 横山 和生星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 448－ 8 〃 クビ 5．2�
22 ヨシオドライヴ 牡4黒鹿57 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 494－ 21：12．5	 61．2
814 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 菊沢 一樹大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460＋ 21：12．6� 164．9�
713 アイアンゾーン 牝5芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 460± 01：12．81
 125．8�
47 � マリノリヴィエール 牝5黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 468＋ 61：13．0	 108．4�
611� カテドラルロック 牝4栗 55

53 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 434＋ 2 〃 ハナ 182．6�
35 ショウナンバービー 牝4鹿 55 三浦 皇成
湘南 田中 剛 日高 森永牧場 504＋ 6 〃 ハナ 10．1�
610 ウインプロスト 牡3鹿 55 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 41：13．42� 90．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，341，800円 複勝： 70，222，500円 枠連： 20，262，000円
馬連： 92，366，000円 馬単： 40，603，900円 ワイド： 78，931，400円
3連複： 135，441，400円 3連単： 158，879，500円 計： 648，048，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 290円 � 400円 � 250円 枠 連（2－5） 2，430円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 14，390円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，110円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 74，450円

票 数

単勝票数 計 513418 的中 � 38607（6番人気）
複勝票数 計 702225 的中 � 65395（6番人気）� 42897（7番人気）� 78897（4番人気）
枠連票数 計 202620 的中 （2－5） 6446（10番人気）
馬連票数 計 923660 的中 �� 10879（21番人気）
馬単票数 計 406039 的中 �� 2115（45番人気）
ワイド票数 計 789314 的中 �� 14680（18番人気）�� 18535（14番人気）�� 14692（17番人気）
3連複票数 計1354414 的中 ��� 8693（37番人気）
3連単票数 計1588795 的中 ��� 1547（230番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―11．9―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノライトニング �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．6．13 東京8着

2018．3．4生 牡3鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 13戦2勝 賞金 17，330，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。
※アイアンゾーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2509310月2日 晴 良 （3中山4） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

78 ラ ー グ ル フ 牡2黒鹿55 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 482－ 22：00．9 11．3�
22 グランドライン 牡2青鹿55 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 518－ 2 〃 クビ 17．0�
33 ミッキーブンブン 牡2青鹿55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 492＋162：01．0クビ 3．4�
810 ド グ マ 牡2鹿 55 C．ルメール 広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 478± 02：01．21	 2．4�
11 コナブラック 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506＋ 82：01．51
 4．9	
77 マイネルアルザス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 460＋ 2 〃 アタマ 29．1


89 トーセンクレセント 牡2鹿 55 木幡 初也島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 480＋122：01．92	 25．7�

44 ビヨンドザファザー 牡2鹿 55 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 516± 02：02．32	 17．8
66 サ ラ ー ラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 416± 02：02．4	 336．6�
55 エ ル パ ソ 牡2黒鹿55 横山 和生�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 458＋ 42：03．57 86．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 70，967，300円 複勝： 71，578，700円 枠連： 13，912，500円
馬連： 93，838，000円 馬単： 50，319，700円 ワイド： 71，146，800円
3連複： 139，582，900円 3連単： 228，774，500円 計： 740，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 260円 � 340円 � 160円 枠 連（2－7） 3，840円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 540円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 48，460円

票 数

単勝票数 計 709673 的中 � 52832（4番人気）
複勝票数 計 715787 的中 � 65212（4番人気）� 45858（5番人気）� 141856（2番人気）
枠連票数 計 139125 的中 （2－7） 2803（14番人気）
馬連票数 計 938380 的中 �� 12617（19番人気）
馬単票数 計 503197 的中 �� 3092（34番人気）
ワイド票数 計 711468 的中 �� 12291（19番人気）�� 35501（5番人気）�� 21439（11番人気）
3連複票数 計1395829 的中 ��� 17999（19番人気）
3連単票数 計2287745 的中 ��� 3422（142番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．9―12．0―13．1―12．8―12．6―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．8―46．8―59．9―1：12．7―1：25．3―1：37．1―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―3F35．6
1
3
・（5，10）7，9－（1，2）8－3，6，4・（5，10）2（7，9，3）8（1，4）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー グ ル フ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．7．25 新潟9着

2019．2．25生 牡2黒鹿 母 アバンドーネ 母母 ロスグラシアレス 3戦2勝 賞金 21，324，000円

2509410月2日 晴 良 （3中山4） 第8日 第10競走 ��1，200�
か つ う ら

勝 浦 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

24 サトノファビュラス 牝4鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 426－101：08．4 13．8�
11 コスモアンジュ 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 484＋ 81：08．5クビ 36．5�
48 プレシオーソ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 486＋ 4 〃 クビ 3．6�
12 メインターゲット 牝3栗 53 横山 武史吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 41：08．6クビ 6．6�
36 ユキノファラオ 牡3鹿 55 横山 典弘井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム B484－121：08．7� 4．9	
35 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 津村 明秀土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 474＋ 2 〃 クビ 15．0

59 オジョーノキセキ 牝6鹿 55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 516＋ 8 〃 クビ 16．2�
611 ト ン ボ イ 牝6栗 55 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 450－ 21：09．01� 21．6�
23 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 M．デムーロ藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 454－ 61：09．1� 9．4
713 カフェアヴニール 牡3青鹿55 菅原 明良西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 464－ 8 〃 ハナ 18．9�
47 � ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 大野 拓弥山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 464＋ 8 〃 クビ 31．8�
714 グロリユーノワール 牝3鹿 53 野中悠太郎 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 41：09．2クビ 82．0�
815� ドクターデューン 牝6鹿 55 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 492＋121：09．41	 57．8�
816 ガ リ レ イ 
4鹿 57 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 490－ 2 〃 アタマ 8．6�
612 ウインオルビット 牡6鹿 57 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B496± 01：09．61	 208．9�
510 ク リ ッ パ ー 牝6青鹿55 木幡 育也吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B496－ 41：10．55 130．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，559，200円 複勝： 91，302，300円 枠連： 31，857，900円
馬連： 153，810，100円 馬単： 54，968，200円 ワイド： 109，376，100円
3連複： 236，822，000円 3連単： 245，651，400円 計： 984，347，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 470円 � 990円 � 160円 枠 連（1－2） 1，940円

馬 連 �� 22，890円 馬 単 �� 43，480円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 1，130円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 45，880円 3 連 単 ��� 322，630円

票 数

単勝票数 計 605592 的中 � 34958（6番人気）
複勝票数 計 913023 的中 � 44330（9番人気）� 18898（12番人気）� 200213（1番人気）
枠連票数 計 318579 的中 （1－2） 12666（8番人気）
馬連票数 計1538101 的中 �� 5206（58番人気）
馬単票数 計 549682 的中 �� 948（122番人気）
ワイド票数 計1093761 的中 �� 4731（60番人気）�� 25786（12番人気）�� 9085（36番人気）
3連複票数 計2368220 的中 ��� 3871（140番人気）
3連単票数 計2456514 的中 ��� 552（957番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．7―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファビュラス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．14 中山14着

2017．4．26生 牝4鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 10戦3勝 賞金 32，910，000円
〔発走状況〕 トンボイ号は，枠入り不良。同馬が枠入りの際に後扉を蹴ったため，発馬機の整備作業を実施。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トンボイ号は，令和3年10月3日から令和3年10月23日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴォイスオブジョイ号
（非抽選馬） 3頭 コスモカッティーボ号・シトラスノキセキ号・ドラゴンズバック号



2509510月2日 晴 良 （3中山4） 第8日 第11競走 ��1，600�
しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，2．10．3以降3．9．26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 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 287，000円 82，000円 21，000
21，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

44 レッドフラヴィア 牝4栗 53 津村 明秀 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：34．3 11．2�
812 アールクインダム 牝4黒鹿52 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：34．4� 14．0�
56 オパールシャルム 牝4栗 52 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 クビ 15．9�
711 インテンスライト 牡5鹿 54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 498＋ 4 〃 同着 7．6�
45 ハイアーグラウンド �7鹿 54 野中悠太郎小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 520＋ 61：34．5� 53．8�
11 ボーダーオブライフ �7鹿 53 菅原 明良�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 486＋ 41：34．6� 27．7	
22 フォワードアゲン �4黒鹿54 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 434＋141：34．7� 6．3

69 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 54 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B514± 01：34．8クビ 15．5�
33 ラインハイト 牡4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：34．9� 3．7
813 シ ャ チ 牡4鹿 53 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 464± 0 〃 ハナ 42．2�
710 ハーモニーマゼラン 牡4鹿 56 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 526－ 21：35．1� 4．0�
57 シャワークライム 牝5黒鹿52 丸山 元気吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B464＋ 21：35．31� 32．9�
68 ミエノウインウイン �6黒鹿54 横山 和生里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 81：36．25 21．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 99，356，000円 複勝： 129，886，000円 枠連： 56，217，200円
馬連： 271，695，400円 馬単： 96，980，800円 ワイド： 174，464，700円
3連複： 424，945，200円 3連単： 484，672，400円 計： 1，738，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 330円 � 320円 �
�

400円
190円 枠 連（4－8） 5，270円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，450円 ��
��

1，800円
1，260円

��
��

1，990円
910円

3 連 複 ���
���

18，680円
9，770円 3 連 単 ���

���
66，900円
40，630円

票 数

単勝票数 計 993560 的中 � 70653（5番人気）
複勝票数 計1298860 的中 �

�
73440
160531

（7番人気）
（4番人気）

� 77000（5番人気）� 56507（9番人気）

枠連票数 計 562172 的中 （4－8） 8262（22番人気）
馬連票数 計2716954 的中 �� 29108（27番人気）
馬単票数 計 969808 的中 �� 6282（47番人気）
ワイド票数 計1744647 的中 ��

��
18538
13336

（30番人気）
（43番人気）

��
��

14746
30406

（37番人気）
（20番人気）

�� 21453（25番人気）

3連複票数 計4249452 的中 ��� 8514（124番人気） ��� 16325（74番人気）
3連単票数 計4846724 的中 ��� 2625（467番人気） ��� 4325（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．0―59．7―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

レッドフラヴィア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．11．24 京都1着

2017．4．16生 牝4栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 11戦4勝 賞金 51，179，000円

2509610月2日 晴 稍重 （3中山4） 第8日 第12競走 1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

611 フォレブルート 牝5鹿 55 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：10．9 13．1�
816 カンタベリーマッハ 牡3鹿 55 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 498± 01：11．0クビ 7．9�
24 � スズカユース 牝5栗 55 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B448－ 21：11．21� 90．2�
612 トモジャドット 牡5栗 57 菅原 明良吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 530－ 41：11．3� 10．4�
36 シセイタケル 牡6栗 57 石橋 脩猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 488＋16 〃 ハナ 39．8�
12 ラストサムライ 牡3芦 55 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 466－ 61：11．4� 7．5�
714 デルマカミカゼ 牡6黒鹿57 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 470－ 61：11．6� 14．6	
815 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼
宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 462－ 21：11．7� 35．8�
23 レイテントロアー 牡4鹿 57 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 472± 01：11．8� 9．7�
48 レッドランサー 牡6黒鹿57 横山 武史 東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 468＋ 2 〃 アタマ 3．4�
59 ジ ェ セ ニ ア 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋121：11．9� 6．8�
11 マリアルージュ 牝5青鹿 55

53 ◇藤田菜七子河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 474＋ 8 〃 ハナ 76．2�
47 クロノフルール 牝3芦 53 三浦 皇成明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 498＋101：12．0� 12．9�
713 ケイアイマリブ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大 ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B494＋ 61：12．1� 47．5�
510 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 482± 01：12．52� 38．2�
35 クリスタルアワード 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：13．14 121．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，442，300円 複勝： 132，285，200円 枠連： 43，934，900円
馬連： 192，848，100円 馬単： 74，574，100円 ワイド： 170，778，200円
3連複： 332，074，200円 3連単： 365，193，100円 計： 1，399，130，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 440円 � 280円 � 1，980円 枠 連（6－8） 1，630円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 11，370円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 15，890円 �� 10，180円

3 連 複 ��� 153，920円 3 連 単 ��� 636，450円

票 数

単勝票数 計 874423 的中 � 53379（8番人気）
複勝票数 計1322852 的中 � 79585（8番人気）� 141407（2番人気）� 15248（15番人気）
枠連票数 計 439349 的中 （6－8） 20769（6番人気）
馬連票数 計1928481 的中 �� 27139（21番人気）
馬単票数 計 745741 的中 �� 4917（47番人気）
ワイド票数 計1707782 的中 �� 19860（30番人気）�� 2745（95番人気）�� 4296（86番人気）
3連複票数 計3320742 的中 ��� 1618（335番人気）
3連単票数 計3651931 的中 ��� 416（1605番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．2―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォレブルート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．1 阪神1着

2016．2．8生 牝5鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 11戦3勝 賞金 46，638，000円
〔制裁〕 オンリーワンスター号の騎手和田翼は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 インウィクトス号・スズノフブキ号・ヒートライトニング号



（3中山4）第8日 10月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

214，270，000円
31，290，000円
1，231，000円
24，470，000円
76，637，000円
5，721，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
702，713，400円
934，027，000円
279，658，100円
1，289，860，000円
557，980，500円
1，038，566，400円
2，012，421，800円
2，321，460，500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 9，136，687，700円

総入場人員 3，821名 （有料入場人員 3，625名）
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