
2509710月3日 晴 重 （3中山4） 第9日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時05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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 ライヴサファイア 牝2栗 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 野坂牧場 452－ 41：10．9 3．0�
611 スズカコテキタイ 牡2鹿 55 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 480＋ 41：11．32� 10．5�
815 ミ ラ ビ リ ス 牝2芦 54

51 ▲横山 琉人石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 444＋ 21：11．5� 59．7�
814 ビップアクア 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 436＋ 21：11．61 11．6�
712 ランコントル 牝2鹿 54 菅原 明良井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 444＋ 21：11．7クビ 4．6�
11 バイハリウッド 牡2鹿 55 横山 和生ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 480± 01：12．12� 4．1	
22 タイセイプロシード 牡2黒鹿55 戸崎 圭太田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B462－ 81：12．3� 9．1

35 ムーンワード 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 21：12．4� 122．8�
23 マイアミュレット 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 456± 01：12．61� 82．6�
58 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 和田 竜二永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 456＋ 21：12．7� 20．2
610 キリシマタウン 牡2栗 55 菊沢 一樹西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 436－ 21：12．8� 285．8�
47 エクラプリエール 牝2鹿 54 丸田 恭介鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 B436－ 21：13．65 111．2�
46 カ ラ ニ 牡2黒鹿55 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 514＋ 41：14．24 163．7�
59 ノースポール 牝2鹿 54

51 ▲原 優介松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 442－201：14．4� 269．3�

34 ボーントゥウィン 牝2鹿 54
51 ▲小林 凌大田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 410－ 61：15．89 292．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，488，200円 複勝： 65，360，800円 枠連： 16，474，700円
馬連： 79，364，300円 馬単： 39，406，100円 ワイド： 67，456，700円
3連複： 129，956，600円 3連単： 146，145，100円 計： 587，652，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 320円 � 1，410円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，470円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 23，680円 3 連 単 ��� 74，040円

票 数

単勝票数 計 434882 的中 � 119220（1番人気）
複勝票数 計 653608 的中 � 158352（1番人気）� 48097（6番人気）� 8781（9番人気）
枠連票数 計 164747 的中 （6－7） 14308（5番人気）
馬連票数 計 793643 的中 �� 36806（8番人気）
馬単票数 計 394061 的中 �� 12028（10番人気）
ワイド票数 計 674567 的中 �� 27438（10番人気）�� 6871（21番人気）�� 2370（38番人気）
3連複票数 計1299566 的中 ��� 4115（52番人気）
3連単票数 計1461451 的中 ��� 1431（188番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．0―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．7―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．2
3 ・（1，2）13，3（10，12）14－11，5－9（4，6，8，15）＝7 4 ・（1，2，13）－（3，14）（10，12）11，5，15，9，8（4，6）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライヴサファイア �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．26 中山2着

2019．2．23生 牝2栗 母 ナムラエンジェル 母母 ネクストタイム 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 ミラビリス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーントゥウィン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月3日まで平地競走

に出走できない。

2509810月3日 晴 稍重 （3中山4） 第9日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35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
1：33．4
1：32．3

良
良

815 ロードカテドラル 牡2黒鹿55 菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 482－ 41：35．9 2．4�
23 ニシノムネヲウツ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 490－ 2 〃 クビ 10．4�
59 ニシノメグレス 牝2黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 412－ 21：36．0� 5．8�
47 � シーヴィクセン 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze

Easy, LLC 478＋ 81：36．21� 3．7�
48 シナモンロール 牝2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 436＋ 41：36．62� 11．1	
612 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 6 〃 アタマ 29．8

611 ギミーアワーズ 牡2栗 55

52 ▲原 優介吉田 千津氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 460＋ 61：36．81� 47．4�
12 ペイシャガルボ 牡2青鹿55 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 478＋ 6 〃 アタマ 276．9�
36 セッタレダスト 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 北光牧場 486－ 41：36．9� 123．4
24 エンドロール 牡2黒鹿 55

53 △秋山 稔樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 460± 0 〃 � 33．7�
11 リュウバター 牡2鹿 55 嘉藤 貴行田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 478－ 61：37．0アタマ 361．0�
714 デ カ メ ロ ン 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 400－ 4 〃 ハナ 29．1�
35 ミライヘノエール 牡2黒鹿55 藤岡 佑介三島 宣彦氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 480－ 41：37．1� 137．3�
510 シゲルハンマー 牡2鹿 55 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 守矢牧場 492－ 2 〃 クビ 69．9�
713 ヴィオレントアズル 牡2青鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 404－ 61：37．31� 332．0�

816 ギンチヨヒメ 牝2黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 田中 春美 490＋ 81：39．6大差 259．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，489，100円 複勝： 74，943，600円 枠連： 16，749，000円
馬連： 81，904，400円 馬単： 40，013，400円 ワイド： 74，494，700円
3連複： 125，324，600円 3連単： 141，169，900円 計： 608，088，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 200円 � 150円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 420円 �� 280円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 534891 的中 � 180609（1番人気）
複勝票数 計 749436 的中 � 212977（1番人気）� 72218（4番人気）� 119928（3番人気）
枠連票数 計 167490 的中 （2－8） 15812（4番人気）
馬連票数 計 819044 的中 �� 67243（3番人気）
馬単票数 計 400134 的中 �� 18541（5番人気）
ワイド票数 計 744947 的中 �� 44143（4番人気）�� 76060（2番人気）�� 26520（9番人気）
3連複票数 計1253246 的中 ��� 54975（4番人気）
3連単票数 計1411699 的中 ��� 14974（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―12．5―12．3―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．9―48．4―1：00．7―1：12．5―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

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

ロードカテドラル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2021．9．20 中山2着

2019．1．31生 牡2黒鹿 母 グ ラ ナ ダ 母母 キャサリンオブアラゴン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クイーンカトリーヌ号・ジェムストーン号

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

第４回 中山競馬 第９日



2509910月3日 晴 稍重 （3中山4） 第9日 第3競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

24 トータルリコール 牡2鹿 55
52 ▲永野 猛蔵山本又一郎氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 456 ―1：09．9 5．2�

816 オールイズトゥルー 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 406 ―1：10．43 4．6�

23 コロンバイン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ
ファーム 458 ―1：10．5� 46．0�

612 ゲンパチプライド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 上村 清志 468 ―1：10．6� 4．7�
815 テ ン シ 牝2黒鹿54 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 418 ―1：10．7� 57．9	
47 スマートロータス 牝2芦 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 430 ―1：11．12� 87．5

611 サヴァンナナイツ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：11．2� 188．0�
11 ハ ル ノ ヒ 牝2栗 54 江田 照男田中 健一氏 本間 忍 浦河 富塚ファーム 422 ―1：11．62� 31．6�
59 ヒアーズルッキング 牝2鹿 54

52 △山田 敬士�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 420 ―1：11．81� 105．5
510 タイキドラガルド 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 488 ―1：12．01� 4．1�

713 フタミジョウワ 牝2鹿 54 木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新冠 協和牧場 454 ―1：12．42� 22．4�
714 ニシノフォーリーフ 牡2青鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 394 ―1：12．5クビ 120．1�
36 ナッシングマターズ 牡2芦 55 和田 竜二琴浦 諒氏 杉山 佳明 日高 シンボリ牧場 B484 ―1：12．6� 13．7�
35 サンナムジャ 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 504 ―1：12．7� 155．1�
12 ビッグローズ 牝2鹿 54 菅原 明良�ビッグ 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 436 ―1：12．91� 17．4�
48 グラスサーシャ 牝2鹿 54 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 432 ―1：13．01 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，497，400円 複勝： 48，342，600円 枠連： 14，938，200円
馬連： 66，369，000円 馬単： 29，856，600円 ワイド： 53，956，800円
3連複： 95，425，100円 3連単： 96，939，000円 計： 450，324，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 200円 � 570円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，780円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 47，010円

票 数

単勝票数 計 444974 的中 � 72238（4番人気）
複勝票数 計 483426 的中 � 88558（1番人気）� 67319（4番人気）� 16763（9番人気）
枠連票数 計 149382 的中 （2－8） 14427（1番人気）
馬連票数 計 663690 的中 �� 43868（4番人気）
馬単票数 計 298566 的中 �� 8905（11番人気）
ワイド票数 計 539568 的中 �� 28542（4番人気）�� 7510（23番人気）�� 6549（25番人気）
3連複票数 計 954251 的中 ��� 6648（34番人気）
3連単票数 計 969390 的中 ��� 1495（140番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 3（13，16）（4，12）（7，8，15）11－1（6，10）（5，9）14－2 4 3（13，16）4，12（7，8，15）11－1，10（9，6）－（5，14）－2

勝馬の
紹 介

トータルリコール �
�
父 シルバーステート �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2019．3．5生 牡2鹿 母 メイショウナナイロ 母母 メイショウサンサン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 アルドゥエンナ号・ウォーカーテソーロ号・ダルダヌス号・マインヨハシレ号

2510010月3日 晴 重 （3中山4） 第9日 第4競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時35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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ナーシサステソーロ 牝4芦 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 460＋101：53．1 4．0�

24 キ ュ ン 牝3黒鹿53 横山 武史 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 458－ 2 〃 クビ 15．3�
59 ペイシャオウユー 牝3栗 53 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 464± 01：53．41� 26．7�
611 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿55 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B522－ 2 〃 クビ 30．9�
11 スズノイナズマ 牡3青鹿55 内田 博幸小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 476＋ 41：53．71� 28．8�
48 マイネルエンカント 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：54．02 44．5	
510 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 490＋ 2 〃 ハナ 11．6


815 キアヌマウナ 牝3鹿 53 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 490－121：54．21� 6．0�
612 クールファイブ 牡3鹿 55 柴田 善臣大塚 亮一氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 クビ 21．5
12 サノノヒーロー �3青 55 木幡 巧也佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 462＋ 41：54．3� 34．8�
47 セイウンロミオ 牡3鹿 55 丸山 元気西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 522＋ 81：54．51 6．9�
713 コスモコラッジョ 牡3鹿 55 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 480－ 81：54．82 4．3�
714 サ ン ペ ド ロ 牡8栗 57 菊沢 一樹ディアレストクラブ� 清水 英克 日高 豊洋牧場 492＋ 21：55．33 323．3�
23 スズカキングボス �4鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 B458＋ 81：55．72� 13．7�
816 ノームストリーム 牡3鹿 55 菅原 明良水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 498－ 21：55．9� 44．3�
35 オセアジャスティス 牡3鹿 55 和田 竜二 IHR 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 524＋ 21：58．0大差 65．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，333，300円 複勝： 79，126，100円 枠連： 19，309，200円
馬連： 92，652，500円 馬単： 40，065，500円 ワイド： 93，449，500円
3連複： 158，358，900円 3連単： 151，075，300円 計： 685，370，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 410円 � 630円 枠 連（2－3） 970円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，840円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 25，760円 3 連 単 ��� 81，980円

票 数

単勝票数 計 513333 的中 � 100880（1番人気）
複勝票数 計 791261 的中 � 133832（2番人気）� 46367（7番人気）� 28107（9番人気）
枠連票数 計 193092 的中 （2－3） 15377（3番人気）
馬連票数 計 926525 的中 �� 28745（7番人気）
馬単票数 計 400655 的中 �� 7403（11番人気）
ワイド票数 計 934495 的中 �� 23750（8番人気）�� 13074（19番人気）�� 4431（61番人気）
3連複票数 計1583589 的中 ��� 4609（88番人気）
3連単票数 計1510753 的中 ��� 1336（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．6―49．7―1：01．9―1：14．1―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ナーシサステソーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．6 中山2着

2017．3．3生 牝4芦 母 ウインラフィナート 母母 ゴールドデイ 18戦2勝 賞金 25，800，000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 アイルビーメジャー号



2510110月3日 曇 稍重 （3中山4） 第9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

46 ダノンティアラ 牝2栗 54 川田 将雅�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 438 ―1：52．6 13．6�
45 ウインバグース 牡2鹿 55 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478 ―1：52．7� 4．9�
57 ロ ム レ ー ン 牡2黒鹿55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―1：53．12� 14．7�
813 マイネルカグラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 490 ― 〃 クビ 36．0�
711 ウィズグレイス 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 450 ―1：53．2クビ 1．5	
610 サトノブレス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 492 ―1：53．31 48．6

712 パフオブウインド 牡2栗 55

52 ▲原 優介西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 466 ―1：53．93� 220．3�
33 ジャンポール 牡2栗 55 菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 438 ―1：54．0� 93．9�
58 タフトテソーロ 牡2鹿 55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 462 ― 〃 クビ 16．1
22 ケイティマジック 牡2鹿 55 内田 博幸瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 464 ― 〃 アタマ 147．2�
34 ヴィブラツィオーネ 牡2鹿 55 田辺 裕信加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 446 ―1：54．21 85．3�
11 サクソフォン 牡2青鹿55 横山 和生広尾レース� 田村 康仁 新ひだか 木村 秀則 416 ―1：54．83� 115．1�
814 フ ー ラ イ ラ 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 432 ―1：55．01� 113．3�

69 ゴールドルパン 牡2栗 55 横山 武史田畑 利彦氏 栗田 徹 新ひだか グランド牧場 470 ―1：56．48 18．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 64，010，200円 複勝： 136，401，100円 枠連： 17，593，900円
馬連： 70，659，700円 馬単： 52，302，100円 ワイド： 60，167，700円
3連複： 108，075，900円 3連単： 177，705，700円 計： 686，916，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 600円 � 270円 � 640円 枠 連（4－4） 2，890円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，060円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 50，300円

票 数

単勝票数 計 640102 的中 � 39888（3番人気）
複勝票数 計1364011 的中 � 56218（4番人気）� 151822（2番人気）� 52444（5番人気）
枠連票数 計 175939 的中 （4－4） 4712（8番人気）
馬連票数 計 706597 的中 �� 20710（9番人気）
馬単票数 計 523021 的中 �� 5037（20番人気）
ワイド票数 計 601677 的中 �� 22068（7番人気）�� 14114（11番人気）�� 23451（6番人気）
3連複票数 計1080759 的中 ��� 14507（16番人気）
3連単票数 計1777057 的中 ��� 2561（127番人気）

ハロンタイム 12．5―13．3―13．3―13．3―13．2―13．0―11．8―11．2―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．8―39．1―52．4―1：05．6―1：18．6―1：30．4―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．0
1
3
1（6，10）（3，5）13，8（7，11，14）9，2，4－12・（1，6，10）13（3，5，14）7（8，11）（2，9）（12，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンティアラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 New Approach 初出走

2019．1．11生 牝2栗 母 ザ キ ア 母母 Zarkasha 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タフトテソーロ号の騎手�島克駿は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エムラム号・コスモテンペスタ号・サパーダ号・トーセンヴェリテ号・バンブリッジ号・ピンクペッパー号・

ローズピリオド号

2510210月3日 曇 重 （3中山4） 第9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

816 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 55 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 500± 01：11．0 1．5�
612 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 B484＋ 41：11．63� 22．8�
713 ハッピーアナザー 牡3栗 55 菅原 明良永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 ハナ 8．5�
714 ネオレインボウ �5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 490± 0 〃 ハナ 12．1�
12 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 41：11．91� 54．8�
815 クリノザウルス 牡3鹿 55

53 △秋山 稔樹栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 478＋14 〃 ハナ 15．0�
47 マイヨブラン 牡5白 57 C．ルメール 	シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 564－ 21：12．0クビ 9．2

48 エアダンルース 牡4栗 57 �島 克駿 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 536± 01：12．21� 42．3�
11 ネイチャーラブリー 牡3鹿 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 450＋ 81：12．3クビ 236．1
36 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 484＋ 41：12．41 13．3�
611 ワンモアエフォート 牡4栗 57 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 506－ 21：12．5� 55．5�
510� サクラシャムロック 牡4鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 482－121：12．6クビ 146．2�
35 チュイション 牡3栗 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：12．81	 31．6�
24 � ホシフルドヒョウ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：12．9� 90．0�
23 スズカビーチ 牝3黒鹿 53

52 ☆木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B466＋ 61：13．0クビ 191．5�
59 プレジールドビブル 牡4鹿 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 464－ 41：13．21� 280．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，656，600円 複勝： 135，321，200円 枠連： 22，828，800円
馬連： 98，975，400円 馬単： 53，806，300円 ワイド： 99，570，400円
3連複： 174，420，500円 3連単： 213，790，900円 計： 859，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 240円 枠 連（6－8） 1，000円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 720円 �� 390円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 計 606566 的中 � 308150（1番人気）
複勝票数 計1353212 的中 � 761506（1番人気）� 38795（7番人気）� 77077（4番人気）
枠連票数 計 228288 的中 （6－8） 17611（5番人気）
馬連票数 計 989754 的中 �� 58235（6番人気）
馬単票数 計 538063 的中 �� 26232（6番人気）
ワイド票数 計 995704 的中 �� 35161（6番人気）�� 71516（3番人気）�� 11401（21番人気）
3連複票数 計1744205 的中 ��� 36498（12番人気）
3連単票数 計2137909 的中 ��� 15474（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ミ ワ テ ル �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．25 東京5着

2018．1．29生 牡3栗 母 ラインダール 母母 チアズメッセージ 8戦2勝 賞金 23，030，000円
〔制裁〕 ホシフルドヒョウ号の騎手小林脩斗は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：12番）

ネオレインボウ号の騎手吉田豊は，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：7番）
※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 アイアンゾーン号



2510310月3日 晴 稍重 （3中山4） 第9日 第7競走 2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

22 ブレークアップ 牡3栗 54 横山 武史阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 486＋ 22：13．0 5．5�
66 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 丸田 恭介奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 482± 02：13．42� 133．5�
88 トゥーフェイス 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 480－ 22：13．5� 2．2�
33 � サンデイビス 牡3芦 54 江田 照男 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社

ケイズ B496－122：13．71� 112．0�
44 クロスザルビコン 牡4青鹿57 吉田 隼人小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－142：13．91� 15．2	
77 ヘッズオアテールズ 牝3鹿 52 川田 将雅 �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 480＋ 4 〃 クビ 2．6

55 マイネルグロン 牡3青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 62：14．32 9．0�
11 ジュエルケイヴ 牝3栗 52

49 ▲永野 猛蔵水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 452－ 22：14．41 26．2�
89 ローレリスト 牡4鹿 57 宮崎 北斗多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B462－ 62：15．46 59．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，303，100円 複勝： 63，467，400円 枠連： 10，954，500円
馬連： 70，900，200円 馬単： 40，869，100円 ワイド： 52，349，700円
3連複： 98，377，600円 3連単： 217，280，700円 計： 604，502，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 1，190円 � 120円 枠 連（2－6） 16，450円

馬 連 �� 29，390円 馬 単 �� 44，350円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 290円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 13，320円 3 連 単 ��� 139，030円

票 数

単勝票数 計 503031 的中 � 72897（3番人気）
複勝票数 計 634674 的中 � 80180（3番人気）� 8181（8番人気）� 204319（1番人気）
枠連票数 計 109545 的中 （2－6） 516（21番人気）
馬連票数 計 709002 的中 �� 1869（27番人気）
馬単票数 計 408691 的中 �� 691（45番人気）
ワイド票数 計 523497 的中 �� 2405（26番人気）�� 54796（2番人気）�� 5475（18番人気）
3連複票数 計 983776 的中 ��� 5536（25番人気）
3連単票数 計2172807 的中 ��� 1133（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：01．1―1：13．6―1：26．2―1：38．4―1：49．9―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレークアップ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．11 東京9着

2018．4．17生 牡3栗 母 リトルジュン 母母 ベストタッセルド 8戦2勝 賞金 16，000，000円
〔制裁〕 サンデイビス号の騎手江田照男は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

2510410月3日 晴 稍重 （3中山4） 第9日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13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 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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 エマージングロール 牡3鹿 55 横山 武史吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 61：52．4 2．0�

11 トモジャリア 牡3黒鹿55 三浦 皇成吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 464± 01：52．5� 5．4�
611 プエルタデルソル 牡7栗 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 21：52．71	 19．7�
47 ピ オ ノ ノ 牡4黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：53．12
 8．4�
510 ウインレゼルヴ 牡4栗 57 石川裕紀人�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 502－ 41：53．2� 60．8�
23 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 520＋ 41：53．41 15．6	
35 ロ ン グ ラ ン 牡3鹿 55 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 490＋ 41：53．61
 15．8

714 フーズサイド 牡5黒鹿57 木幡 巧也西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 492± 01：53．7
 25．9�
713 レッドゼノン 牡7黒鹿57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 470－ 21：53．8
 33．7�
24 オンザウェイ 牡5栗 57

54 ▲横山 琉人久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 538－ 61：53．9
 88．7
816 タマモヒップホップ 牡3鹿 55

52 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 534－ 41：54．21
 13．9�
36 アルマスティング �5栗 57 江田 照男コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 小島牧場 B506＋121：54．3
 140．0�
815 ロークアルルージュ 牡5芦 57 嶋田 純次尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B556± 01：54．51	 253．9�
612 ブリッツェンシチー �5鹿 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 518＋ 6 〃 クビ 62．5�
12 オンリーワンボーイ 牡4青鹿57 菅原 明良金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B460± 01：54．7� 12．1�
48 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57

55 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 516＋ 21：55．23 83．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，051，800円 複勝： 83，251，000円 枠連： 23，045，800円
馬連： 112，229，700円 馬単： 52，245，400円 ワイド： 98，972，000円
3連複： 179，723，300円 3連単： 206，935，200円 計： 814，454，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 230円 � 360円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 420円 �� 800円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 580518 的中 � 224230（1番人気）
複勝票数 計 832510 的中 � 199195（1番人気）� 87935（3番人気）� 46387（8番人気）
枠連票数 計 230458 的中 （1－5） 40047（1番人気）
馬連票数 計1122297 的中 �� 100712（1番人気）
馬単票数 計 522454 的中 �� 37372（1番人気）
ワイド票数 計 989720 的中 �� 65886（1番人気）�� 31230（7番人気）�� 16734（21番人気）
3連複票数 計1797233 的中 ��� 35348（6番人気）
3連単票数 計2069352 的中 ��� 15305（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．8―48．3―1：00．8―1：13．6―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エマージングロール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．8．1 新潟10着

2018．4．26生 牡3鹿 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 6戦3勝 賞金 25，700，000円
〔騎手変更〕 オンザウェイ号の騎手嘉藤貴行は，負傷のため横山琉人に変更。
〔制裁〕 トモジャリア号の騎手三浦皇成は，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いたことについて戒告。（被

害馬：11番・7番）
エマージングロール号の騎手横山武史は，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：11番・7番）

※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 ダイワドノヴァン号



2510510月3日 晴 良 （3中山4） 第9日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

77 ウォーターナビレラ 牝2青鹿54 吉田 隼人山岡 良一氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 470＋ 61：35．8 14．2�
66 ウインピクシス 牝2芦 54 横山 武史�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 426－ 21：36．01� 8．1�
11 シゲルイワイザケ 牝2青鹿54 福永 祐一森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 496＋121：36．21� 6．9�
55 リアグラシア 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 3．0�
88 ビーオンザマーチ 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 456＋ 41：36．52 6．8	
22 レディバランタイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：36．71 2．7

44 コ イ マ リ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452－121：37．44 242．9�
33 セプテンベル 牝2鹿 54 菅原 明良大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 420＋ 2 〃 アタマ 65．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 87，371，600円 複勝： 62，091，100円 枠連： 発売なし
馬連： 104，589，800円 馬単： 54，540，400円 ワイド： 58，792，600円
3連複： 115，240，200円 3連単： 247，488，900円 計： 730，114，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 310円 � 210円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 810円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 52，060円

票 数

単勝票数 計 873716 的中 � 52048（6番人気）
複勝票数 計 620911 的中 � 45987（6番人気）� 79587（5番人気）� 89685（4番人気）
馬連票数 計1045898 的中 �� 24128（15番人気）
馬単票数 計 545404 的中 �� 4968（30番人気）
ワイド票数 計 587926 的中 �� 14463（15番人気）�� 18571（13番人気）�� 23771（12番人気）
3連複票数 計1152402 的中 ��� 13735（21番人気）
3連単票数 計2474889 的中 ��� 3446（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．2―49．6―1：02．1―1：13．5―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ウォーターナビレラ 
�
父 シルバーステート 

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．8．21 札幌1着

2019．5．27生 牝2青鹿 母 シャイニングサヤカ 母母 シンセイアカリ 2戦2勝 賞金 17，296，000円

2510610月3日 晴 良 （3中山4） 第9日 第10競走 ��1，800�茨 城 新 聞 杯
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．10．3以降3．9．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

茨城新聞社賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

44 ヴァリアメンテ 牡3青鹿55 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 41：47．0 3．7�

812 キタノインパクト 牡5鹿 57 横山 武史 DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 506＋ 61：47．31� 3．1�
33 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿52 秋山 稔樹野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 490－16 〃 アタマ 43．0�
22 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿54 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 7．3�
811 アールバロン 牡3鹿 53 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 496± 01：47．51 4．1�
11 ウシュバテソーロ 牡4鹿 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 518－ 21：47．6� 12．8	
710 マイネルソラス 牡4芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 474－ 21：47．7� 62．5


68 ステラドーロ 牝4栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 41：47．91 15．8�

79 スズカノロッソ �6鹿 55 菅原 明良永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 494＋ 21：48．0� 26．6�
67 レッドクーゲル 牡5栗 53 �島 克駿 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 444－101：48．31� 112．3
55 グルファクシー 牝5栗 51 松若 風馬�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 24．3�
56 フィデリオグリーン 牡5鹿 54 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 488－ 81：48．51� 39．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 77，347，200円 複勝： 86，903，800円 枠連： 32，598，400円
馬連： 180，008，700円 馬単： 72，999，600円 ワイド： 120，989，900円
3連複： 259，152，100円 3連単： 348，033，300円 計： 1，178，033，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 650円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，600円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 23，880円

票 数

単勝票数 計 773472 的中 � 164938（2番人気）
複勝票数 計 869038 的中 � 162996（2番人気）� 204732（1番人気）� 22222（10番人気）
枠連票数 計 325984 的中 （4－8） 71011（1番人気）
馬連票数 計1800087 的中 �� 247604（1番人気）
馬単票数 計 729996 的中 �� 51650（1番人気）
ワイド票数 計1209899 的中 �� 134378（1番人気）�� 17718（19番人気）�� 13052（24番人気）
3連複票数 計2591521 的中 ��� 27338（22番人気）
3連単票数 計3480333 的中 ��� 10562（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．7―36．2―48．5―1：00．3―1：12．1―1：23．8―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアメンテ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2020．12．26 阪神1着

2018．5．6生 牡3青鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 6戦3勝 賞金 41，464，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目 ３レース目



2510710月3日 晴 良 （3中山4） 第9日 第11競走 ��
��1，200�第55回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上，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

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．0
1：06．7

良
良
良

24 ピクシーナイト 牡3鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：07．1 5．3�
612 レシステンシア 牝4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 506－ 21：07．42 3．4�
11 � シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B500＋ 6 〃 アタマ 47．5�
36 メイケイエール 牝3鹿 53 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 470－ 81：07．82	 24．9�
816� モズスーパーフレア 牝6栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 504± 0 〃 ハナ 15．3	
714 ダノンスマッシュ 牡6鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 1 〃 アタマ 2．6

48 ビ ア ン フ ェ 
4鹿 57 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 564＋ 41：07．9クビ 43．8�
59 クリノガウディー 牡5栗 57 岩田 康誠栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488± 01：08．0	 15．6�
12 ミッキーブリランテ 牡5鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 92．3
23 ラヴィングアンサー 牡7鹿 57 岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 504＋ 6 〃 ハナ 209．8�
611� ジャンダルム 牡6黒鹿57 浜中 俊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 506－ 21：08．1	 11．1�
47 タイセイビジョン 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：08．31� 59．9�
510 エイティーンガール 牝5青鹿55 横山 和生中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 452－10 〃 アタマ 106．8�
713 アウィルアウェイ 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494－ 81：08．4� 62．0�
35  ファストフォース 牡5黒鹿57 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B526＋ 61：08．61 27．5�
815 ロードアクア 牡5鹿 57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 464－101：09．02	 309．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 688，782，800円 複勝： 683，223，500円 枠連： 299，879，100円 馬連： 1，821，530，900円 馬単： 760，348，000円
ワイド： 1，268，958，100円 3連複： 3，504，909，000円 3連単： 5，530，445，500円 5重勝： 737，436，000円 計： 15，295，512，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 160円 � 770円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，760円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 38，610円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，638，740円

票 数

単勝票数 計6887828 的中 � 1025128（3番人気）
複勝票数 計6832235 的中 � 950215（3番人気）� 1320342（2番人気）� 169500（10番人気）
枠連票数 計2998791 的中 （2－6） 330401（2番人気）
馬連票数 計18215309 的中 �� 1570502（3番人気）
馬単票数 計7603480 的中 �� 297266（6番人気）
ワイド票数 計12689581 的中 �� 769118（3番人気）�� 112020（31番人気）�� 153543（20番人気）
3連複票数 計35049090 的中 ��� 290178（26番人気）
3連単票数 計55304455 的中 ��� 103822（110番人気）
5重勝票数 計7374360 的中 ����� 315

ハロンタイム 11．7―10．6―11．0―11．1―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．3―44．4―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 16－8，4，12（1，14）（2，5，9，11，6）（3，15）13，10，7 4 16（4，8）12，1，14（2，5，6）9（3，11）（13，15）10，7

勝馬の
紹 介

ピクシーナイト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．26 中京1着

2018．5．14生 牡3鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 8戦3勝 賞金 227，642，000円
〔発走状況〕 ビアンフェ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 メイケイエール号の騎手池添謙一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビアンフェ号は，令和3年10月4日から令和3年11月2日まで出走停止。停止期間の満了後に開催

競馬場で発走調教再審査。
〔その他〕 メイケイエール号は，発走後まもなく銜受けが不良となり，外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カイザーメランジェ号・クーファウェヌス号・ショウナンバビアナ号・ダイメイフジ号・ボンボヤージ号

2510810月3日 晴 稍重 （3中山4） 第9日 第12競走 ��
��1，200�

そとぼう

外房ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

24 ディサーニング �6鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 21：10．4 3．8�

36 ミスズグランドオー 牡3栗 55 川田 将雅永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 0 〃 クビ 3．1�
815 バーニングペスカ 牡6鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：10．5クビ 9．8�
12 ショウナンアニメ 牡4鹿 57 菅原 明良�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482－ 61：10．6	 6．4�
714 ジョーフォレスト 牡4栗 57 岩田 望来上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 492－ 6 〃 アタマ 9．0�
612 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 三浦 皇成岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B534± 01：10．7クビ 11．6	
48 フィルストバーン �5黒鹿57 石川裕紀人
G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 61：10．8
 48．4�
23 � カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 丸山 元気門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 474＋ 21：10．9クビ 118．2�
611 トラストロン 牝6黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 456－ 41：11．0
 44．7
816 ニシノホライゾン 牡4鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 510± 0 〃 同着 19．5�
35 スーパーアキラ 牡6栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B522± 01：11．21	 36．8�
59 アールロッソ 牝5栗 55 武藤 雅前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 81：11．3クビ 150．6�
11 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 55 横山 武史吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 20．1�
713 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B492－ 21：11．51 43．6�
47 シアーライン �8鹿 57 �島 克駿吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B514＋ 21：11．82 82．7�

（15頭）
510 ワイドカント 牡4栗 57 戸崎 圭太幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 512－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 134，526，200円 複勝： 168，835，600円 枠連： 58，401，000円
馬連： 260，843，800円 馬単： 104，593，600円 ワイド： 217，009，900円
3連複： 405，027，700円 3連単： 484，739，100円 計： 1，833，976，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 220円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 640円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 差引計1345262（返還計 56679） 的中 � 280364（2番人気）
複勝票数 差引計1688356（返還計 87872） 的中 � 286758（2番人気）� 362445（1番人気）� 160760（4番人気）
枠連票数 差引計 584010（返還計 790） 的中 （2－3） 72852（1番人気）
馬連票数 差引計2608438（返還計280839） 的中 �� 350408（1番人気）
馬単票数 差引計1045936（返還計111884） 的中 �� 66184（2番人気）
ワイド票数 差引計2170099（返還計250881） 的中 �� 207847（1番人気）�� 80887（5番人気）�� 95679（3番人気）
3連複票数 差引計4050277（返還計827821） 的中 ��� 159178（2番人気）
3連単票数 差引計4847391（返還計928813） 的中 ��� 46684（7番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―11．9―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディサーニング �
�
父 Street Cry �

�
母父 Discreet Cat デビュー 2017．12．10 中山1着

2015．4．20生 �6鹿 母 タクトフリー 母母 Kydd Gloves 14戦4勝 賞金 56，463，000円
〔競走除外〕 ワイドカント号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アーバンイェーガー号・エアコンヴィーナ号・オルクリスト号・グラスボイジャー号・コウソクスピード号・

ゴッドバンブルビー号・コンセッションズ号・サイファーシチー号・サウンドワイズ号・ナンヨーイザヨイ号・
パワフルヒロコ号・ヒルノサルバドール号・フィールザファラオ号・フォーカード号・ベイビーボス号・
マラードザレコード号・ロイヤルバローズ号・ローレルジャック号

５レース目



（3中山4）第9日 10月3日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

440，570，000円
3，020，000円
34，280，000円
6，050，000円
55，110，000円
9，000，000円
74，634，000円
5，239，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，413，857，500円
1，687，267，800円
532，772，600円
3，040，028，400円
1，341，046，100円
2，266，168，000円
5，353，991，500円
7，961，748，600円
737，436，000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
5 重 勝
計 24，334，316，500円

総入場人員 4，153名 （有料入場人員 3，720名）



令和3年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，533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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，401，600，000円
22，350，000円
275，310，000円
19，602，000円
282，090，000円
15，000，000円
661，479，000円
46，964，500円
14，716，800円

勝馬投票券売得金
8，100，295，800円
10，484，499，100円
3，240，624，000円
16，362，094，100円
6，921，402，600円
12，652，719，100円
27，250，971，600円
34，876，973，100円
3，672，037，800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
5 重 勝
計 123，561，617，200円

総入場延人員 34，760名 （有料入場延人員 32，377名）
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