
26061 9月25日 晴 良 （3中京5） 第6日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

88 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 478－ 21：25．6 8．5�
66 ビーアイオラクル 牡2鹿 54 岩田 望来礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 478－ 4 〃 クビ 8．8�
33 メイショウアジロ 牡2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 464＋ 41：26．02� 36．1�
55 アカノストロング 牡2鹿 54 �島 克駿�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 492± 01：26．1� 4．5�
44 � デ ュ ガ 牡2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 480－ 41：26．63 1．5�
77 ウォームライト 牡2青鹿54 幸 英明窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：26．81� 14．0	
11 ヤマニンフルリール 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458－ 41：28．18 128．8

22 ファーストリッキー 牡2栗 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 平取 北島牧場 484± 01：28．84 102．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 40，405，800円 複勝： 75，646，700円 枠連： 発売なし
馬連： 46，246，300円 馬単： 32，986，200円 ワイド： 42，188，600円
3連複： 64，876，900円 3連単： 149，583，700円 計： 451，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 410円 � 400円 � 1，050円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，870円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 64，780円

票 数

単勝票数 計 404058 的中 � 40145（3番人気）
複勝票数 計 756467 的中 � 50413（4番人気）� 52682（3番人気）� 17324（6番人気）
馬連票数 計 462463 的中 �� 13450（9番人気）
馬単票数 計 329862 的中 �� 4701（16番人気）
ワイド票数 計 421886 的中 �� 15392（8番人気）�� 5668（14番人気）�� 5923（13番人気）
3連複票数 計 648769 的中 ��� 4030（23番人気）
3連単票数 計1495837 的中 ��� 1674（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．8―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 ・（6，7）8，4（5，2）3－1 4 6（7，8）4，5（3，2）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンリミテス �

父 ド レ フ ォ ン �


母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．4 小倉3着

2019．4．8生 牡2鹿 母 ポ リ ア フ 母母 ユ キ チ ャ ン 2戦1勝 賞金 6，900，000円

26062 9月25日 晴 良 （3中京5） 第6日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （ダート・左）

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
1：52．3
1：50．9

重
不良

22 オ デ ィ ロ ン 牡2鹿 54 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 480－ 81：53．9 9．8�
11 ダノンフューチャー 牡2栗 54 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 2．5�
33 ミ ア ス テ ラ 牡2栗 54 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 494－ 41：54．53� 18．0�
55 コ ノ リ ー 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁�高橋ファーム 松永 昌博 浦河 斉藤英牧場 454－ 61：55．03 4．0�
44 サカジロゴー 牡2鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋ 61：55．2� 8．6	
89 グレッチャー 牡2芦 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 506＋ 21：55．41� 5．3

78 シックザイン 牡2栗 54

51 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋ 21：56．67 38．6�

66 ワールドパレス 牡2鹿 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 448＋ 41：58．210 189．2�
77 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± 01：59．15 22．7
810 ジョウショーベスト 牝2青鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 450－142：03．3大差 124．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，498，300円 複勝： 51，735，900円 枠連： 6，382，900円
馬連： 52，458，400円 馬単： 28，765，600円 ワイド： 45，410，000円
3連複： 79，602，600円 3連単： 107，675，100円 計： 410，528，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 300円 � 150円 � 420円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，020円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 384983 的中 � 32983（5番人気）
複勝票数 計 517359 的中 � 38636（5番人気）� 123616（1番人気）� 25624（7番人気）
枠連票数 計 63829 的中 （1－2） 5252（4番人気）
馬連票数 計 524584 的中 �� 40446（4番人気）
馬単票数 計 287656 的中 �� 8875（10番人気）
ワイド票数 計 454100 的中 �� 27185（6番人気）�� 5388（24番人気）�� 15246（9番人気）
3連複票数 計 796026 的中 ��� 18135（14番人気）
3連単票数 計1076751 的中 ��� 4737（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．2―50．4―1：02．4―1：15．0―1：27．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3
8，2（1，5）（4，10）（3，7，9）－6
8（9，2）1（4，5）－3＝6，10－7

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

勝馬の
紹 介

オ デ ィ ロ ン �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Pivotal デビュー 2021．7．25 函館6着

2019．3．26生 牡2鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノローザンヌ号・ジョウショーベスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

10月25日まで平地競走に出走できない。

第５回 中京競馬 第６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



26063 9月25日 晴 良 （3中京5） 第6日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・左）

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
2：00．6
1：58．9

良
良

33 サトノヘリオス 牡2鹿 54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 470± 02：00．0レコード 2．9�
810 フェーングロッテン 牡2鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．1� 4．3�
66 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 450＋ 62：00．41� 9．4�
67 グリーンバローズ 牡2黒鹿54 吉田 隼人猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 454± 0 〃 クビ 14．5�
79 コンジャンクション 牡2黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 22：00．61 3．8	
22 コウエイキズナ 牡2鹿 54 幸 英明伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 504－ 62：01．24 58．3

44 ヴァラーメダル 牡2栗 54 和田 竜二小林竜太郎氏 杉山 佳明 むかわ 市川牧場 482－ 22：01．3クビ 34．5�
811 ナインティゴット 牡2鹿 54 武 豊後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 494＋202：01．83 7．8�
78 サ キ ホ コ レ 牝2青鹿54 岩田 望来増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 424＋ 42：02．54 198．2
55 テイエムヒッサーロ 牡2栗 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 480＋242：03．35 248．2�
11 タイセイアンセム 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 466± 02：04．15 180．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，970，700円 複勝： 65，792，100円 枠連： 9，964，900円
馬連： 58，372，200円 馬単： 28，753，500円 ワイド： 56，727，900円
3連複： 86，798，900円 3連単： 110，298，200円 計： 467，678，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 509707 的中 � 144523（1番人気）
複勝票数 計 657921 的中 � 144124（1番人気）� 124846（3番人気）� 75181（5番人気）
枠連票数 計 99649 的中 （3－8） 18712（1番人気）
馬連票数 計 583722 的中 �� 63793（3番人気）
馬単票数 計 287535 的中 �� 18021（1番人気）
ワイド票数 計 567279 的中 �� 57822（1番人気）�� 30496（4番人気）�� 29415（5番人気）
3連複票数 計 867989 的中 ��� 41577（4番人気）
3連単票数 計1102982 的中 ��� 12580（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．6―12．7―12．2―12．1―11．9―11．5―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．5―49．2―1：01．4―1：13．5―1：25．4―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノヘリオス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．28 新潟4着

2019．3．22生 牡2鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔騎手変更〕 コウエイキズナ号の騎手酒井学は，病気のため幸英明に変更。

26064 9月25日 晴 良 （3中京5） 第6日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時20分 （ダート・左）

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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

813 ア フ ァ ン 牝2栗 54 岩田 望来合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 480 ―1：26．9 21．0�
68 トーアレインボー 牝2鹿 54 和田 竜二高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 484 ―1：27．32� 19．2�
33 コパノフランシス 牝2栗 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 浦河 中島牧場 478 ― 〃 アタマ 11．4�
11 ラ ニ カ イ 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：27．4� 11．5�
44 マルノアンナ 牝2鹿 54 長岡 禎仁丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 440 ―1：27．5� 46．3�
812 マルヨニキーヤ 牝2青 54

51 ▲西谷 凜野村 春行氏 梅田 智之 浦河 鈴木 武蔵 456 ―1：27．92� 47．6	
45 グランブリッジ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁サイプレスホール
ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 金舛 幸夫 444 ―1：28．21� 91．8


56 ス リ ッ ク 牝2栗 54 松山 弘平平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 458 ―1：28．62� 20．9�
69 タイセイホリデー 牝2栗 54 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 ハナ 5．1�
710 ルージュシェノン 牝2栗 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 442 ―1：28．7クビ 1．7
22 クリノフラッグ 牝2鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 446 ―1：28．8� 199．8�
711 アイリスバイオ 牝2栗 54 吉田 隼人バイオ� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 394 ― 〃 クビ 33．4�
57 ゴージャスブーケ 牝2鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 新ひだか 静内白井牧場 440 ― （競走中止） 93．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 43，413，300円 複勝： 49，513，900円 枠連： 9，409，200円
馬連： 48，118，600円 馬単： 30，804，500円 ワイド： 45，538，300円
3連複： 74，965，400円 3連単： 97，847，600円 計： 399，610，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 430円 � 420円 � 280円 枠 連（6－8） 2，100円

馬 連 �� 12，340円 馬 単 �� 28，660円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，840円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 26，070円 3 連 単 ��� 192，240円

票 数

単勝票数 計 434133 的中 � 17522（7番人気）
複勝票数 計 495139 的中 � 28726（6番人気）� 29605（5番人気）� 49406（3番人気）
枠連票数 計 94092 的中 （6－8） 3467（9番人気）
馬連票数 計 481186 的中 �� 3020（30番人気）
馬単票数 計 308045 的中 �� 806（58番人気）
ワイド票数 計 455383 的中 �� 4032（28番人気）�� 6361（19番人気）�� 9322（15番人気）
3連複票数 計 749654 的中 ��� 2156（67番人気）
3連単票数 計 978476 的中 ��� 369（412番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．0―12．6―12．5―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．2―48．8―1：01．3―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．1
3 ・（4，6）（1，8）12（2，11）（13，9）（5，10）3＝7 4 4，6（1，8）（2，12，11）（13，9）（5，10）3＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア フ ァ ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．15生 牝2栗 母 レッドアンコール 母母 サイキョウザクラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ゴージャスブーケ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ゴージャスブーケ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



26065 9月25日 晴 良 （3中京5） 第6日 第5競走 1，400�2歳新馬
発走12時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

12 ヴィルチュオーズ 牝2黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 420 ―1：22．3 43．3�
612 ヴァレッタカズマ 牡2鹿 54 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498 ―1：22．4� 2．1�
611 ホートンプレインズ 牝2栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 クビ 8．1�
815 レッドアクトゥール 牡2青 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 462 ―1：22．93 4．1�
36 ナムラキャッツ 牝2黒鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 400 ― 〃 クビ 43．5	
816 オリンピッカー 牡2芦 54 岩田 望来青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 468 ―1：23．0クビ 15．6

11 テイクザワールド 牡2鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 446 ― 〃 クビ 22．8�
59 アローゴールド 牡2栗 54

50 ★永島まなみ佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 430 ―1：23．1クビ 153．9�
47 イーストリバー �2鹿 54 藤懸 貴志三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 46．2
510 アーテルアストレア 牝2青鹿54 �島 克駿フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：23．31� 56．7�
35 カフジテトラゴン 牝2鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 460 ― 〃 クビ 13．1�
24 エイシンブラボー 牝2栗 54 藤岡 康太�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 422 ―1：23．4� 26．4�
714 トウカイイグニス 牡2鹿 54 浜中 俊内村 正則氏 長谷川浩大 新冠 長浜牧場 448 ―1：24．03� 36．5�
713 ワールドブルックス 牡2芦 54

53 ☆泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 日高 天羽牧場 490 ―1：24．1� 123．2�
（14頭）

23 ワイドスナイパー 牡2鹿 54 幸 英明幅田 京子氏 西園 正都 新ひだか 土田ファーム 432 ― （競走除外）

48 フェノメーヌ 牝2青鹿54 長岡 禎仁 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，495，800円 複勝： 53，945，900円 枠連： 15，269，000円
馬連： 55，242，100円 馬単： 28，383，900円 ワイド： 54，547，300円
3連複： 86，337，100円 3連単： 94，083，600円 計： 436，304，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 860円 � 130円 � 190円 枠 連（1－6） 1，270円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 18，360円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 4，010円 �� 320円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 135，330円

票 数

単勝票数 差引計 484958（返還計 5965） 的中 � 9492（9番人気）
複勝票数 差引計 539459（返還計 9256） 的中 � 10281（10番人気）� 158090（1番人気）� 69555（3番人気）
枠連票数 差引計 152690（返還計 380） 的中 （1－6） 9305（5番人気）
馬連票数 差引計 552421（返還計 20819） 的中 �� 8023（17番人気）
馬単票数 差引計 283839（返還計 10545） 的中 �� 1159（50番人気）
ワイド票数 差引計 545473（返還計 26374） 的中 �� 8459（17番人気）�� 3169（40番人気）�� 51131（2番人気）
3連複票数 差引計 863371（返還計 64484） 的中 ��� 6600（29番人気）
3連単票数 差引計 940836（返還計 65900） 的中 ��� 504（348番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．0―48．1―59．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルチュオーズ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Oratorio 初出走

2019．2．25生 牝2黒鹿 母 エ セ ン テ ペ 母母 Mythie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 フェノメーヌ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 トウカイイグニス号の騎手酒井学は，病気のため浜中俊に変更。
〔競走除外〕 ワイドスナイパー号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。

26066 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

610 ランドボルケーノ 牡3黒鹿55 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 470＋ 21：11．3 3．2�
33 � メイショウミチノク 牝5芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494± 01：11．83 145．2�
813 チェックメイト 牡3栗 55 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 512－141：11．9� 14．9�
814 トーセンアラン 牡3鹿 55 福永 祐一島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋12 〃 ハナ 2．5�
46 � パルフェアンジュ 牝5栗 55

52 ▲角田 大和�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 482＋ 41：12．11 42．5	
57 サトノアポロン �3鹿 55 �島 克駿 
サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：12．2� 13．8�
45 ディーズローリエ 牝4黒鹿55 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B444－141：12．51� 27．1�
712 ル ー リ ン グ 牡3鹿 55 松山 弘平
G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 496－ 61：13．03 24．2
34 ヒ ヤ 牡3鹿 55 斎藤 新山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 454－ 21：13．1クビ 15．9�
22 ジェットエンブレム 牡3栗 55 吉田 隼人犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B494± 01：13．2� 9．6�
69 スマートネクタル 牝3鹿 53

50 ▲小沢 大仁大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 454＋ 21：13．41 61．9�
711 アメリカンベイビー 牡4黒鹿57 和田 竜二 
吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 496－ 41：13．51 16．9�
11 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 53 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 456－ 81：13．81� 26．0�
58 シゲルメダリスト 牡3鹿 55 岩田 望来森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 470－ 4 〃 クビ 39．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，474，200円 複勝： 77，685，000円 枠連： 15，627，100円
馬連： 77，387，600円 馬単： 31，190，400円 ワイド： 74，618，100円
3連複： 126，554，600円 3連単： 127，471，700円 計： 582，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 1，950円 � 390円 枠 連（3－6） 1，990円

馬 連 �� 14，920円 馬 単 �� 18，780円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 1，030円 �� 12，190円

3 連 複 ��� 46，430円 3 連 単 ��� 191，730円

票 数

単勝票数 計 514742 的中 � 125488（2番人気）
複勝票数 計 776850 的中 � 169051（2番人気）� 7866（14番人気）� 46256（6番人気）
枠連票数 計 156271 的中 （3－6） 6067（9番人気）
馬連票数 計 773876 的中 �� 4019（43番人気）
馬単票数 計 311904 的中 �� 1245（64番人気）
ワイド票数 計 746181 的中 �� 4412（44番人気）�� 19399（10番人気）�� 1537（78番人気）
3連複票数 計1265546 的中 ��� 2044（135番人気）
3連単票数 計1274717 的中 ��� 482（599番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―11．7―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．2―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドボルケーノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．26 中京7着

2018．4．29生 牡3黒鹿 母 ゴッドダンシング 母母 ゴッドインチーフ 9戦2勝 賞金 17，000，000円
［他本会外：1戦0勝］



26067 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

66 スギノマジェスティ 牡3栗 54
51 ▲角田 大和杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 456－ 61：52．8 26．3�

89 シグネチャーセル 牡3鹿 54 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B492＋ 41：53．75 3．3�
44 キースローガン 牡4栗 57 岩田 望来北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 478＋ 4 〃 アタマ 8．1�
22 テイエムマグマ 牡3鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 19．3�
78 エルモドーロ 牡3栗 54 川田 将雅窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454＋ 21：54．12 2．0�
77 リュウセイグン 牡3栗 54 幸 英明二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 520＋ 21：54．21 20．0�
11 サトノスライヴ 牡4黒鹿57 和田 竜二 	サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 512－ 41：54．51� 9．0

55 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 438＋ 61：54．82 35．6�
33 タイセイアーメット 牡3栗 54 �島 克駿田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 474－ 21：54．9クビ 37．0�
810 オーホンブリック 牡3鹿 54 川又 賢治	ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－141：55．32 37．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 50，058，900円 複勝： 91，516，900円 枠連： 9，099，000円
馬連： 63，527，300円 馬単： 39，516，400円 ワイド： 61，125，500円
3連複： 106，434，800円 3連単： 189，360，300円 計： 610，639，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 980円 � 220円 � 300円 枠 連（6－8） 4，590円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，700円 �� 460円

3 連 複 ��� 12，860円 3 連 単 ��� 86，610円

票 数

単勝票数 計 500589 的中 � 15218（7番人気）
複勝票数 計 915169 的中 � 20422（9番人気）� 125321（2番人気）� 80040（3番人気）
枠連票数 計 90990 的中 （6－8） 1536（14番人気）
馬連票数 計 635273 的中 �� 9807（16番人気）
馬単票数 計 395164 的中 �� 2252（33番人気）
ワイド票数 計 611255 的中 �� 12147（14番人気）�� 5472（27番人気）�� 36705（4番人気）
3連複票数 計1064348 的中 ��� 6206（35番人気）
3連単票数 計1893603 的中 ��� 1585（215番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．5―12．7―11．8―12．5―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．6―51．3―1：03．1―1：15．6―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スギノマジェスティ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．12 中京12着

2018．4．22生 牡3栗 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 7戦2勝 賞金 14，000，000円
〔騎手変更〕 リュウセイグン号の騎手酒井学は，病気のため幸英明に変更。

26068 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 スペースクラフト �5芦 57 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490＋101：24．3 5．9�
12 メイショウマンサク 牝3鹿 53 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 510－ 21：24．61� 17．2�
35 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿 53

52 ☆富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 85．0�

713 メディーヴァル 牡3鹿 55 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 454± 0 〃 クビ 2．6�
36 ハートウォーミング 牝5青鹿 55

52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 2 〃 アタマ 4．8	

816 ベ ラ ー ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 482－101：25．02� 25．0

510 ゴルトファルベン 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 アタマ 119．5�
11 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 478＋ 21：25．1クビ 17．1�
24 	 ア ク イ ー ル 牝3栗 53

49 ★永島まなみノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 470－ 4 〃 クビ 197．3�

714 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55 和田 竜二ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 468＋ 21：25．2� 76．8�
611	 トップスターサン 牡3黒鹿53 
島 克駿吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

502－161：25．62� 27．1�
815� メイショウコホク 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 516＋101：25．7� 6．7�
47 	 サトノソレイユ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁 サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

494＋ 41：26．01� 30．6�
59 レッドロムルス 牡3栗 55 古川 吉洋 東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B460± 01：26．21 146．4�
23 ピ ナ 牝3鹿 53 斎藤 新畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 484－ 61：26．41� 14．2�
48 � ダコタブラックヒル 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 474－121：26．82 205．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，843，900円 複勝： 100，356，800円 枠連： 18，820，500円
馬連： 104，287，500円 馬単： 44，657，300円 ワイド： 102，979，600円
3連複： 170，771，400円 3連単： 181，482，200円 計： 784，199，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 270円 � 520円 � 1，400円 枠 連（1－6） 1，980円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 4，710円 �� 7，140円

3 連 複 ��� 85，100円 3 連 単 ��� 314，770円

票 数

単勝票数 計 608439 的中 � 82427（3番人気）
複勝票数 計1003568 的中 � 114628（3番人気）� 49314（7番人気）� 16626（12番人気）
枠連票数 計 188205 的中 （1－6） 7333（11番人気）
馬連票数 計1042875 的中 �� 15170（19番人気）
馬単票数 計 446573 的中 �� 3540（32番人気）
ワイド票数 計1029796 的中 �� 16930（16番人気）�� 5592（43番人気）�� 3666（54番人気）
3連複票数 計1707714 的中 ��� 1505（178番人気）
3連単票数 計1814822 的中 ��� 418（724番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．2―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．9―59．2―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペースクラフト �
�
父 Tapit �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．3．10 中京1着

2016．3．7生 �5芦 母 スターシップトラッフルズ 母母 Bobbie Use 18戦2勝 賞金 26，070，000円



26069 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

の じ ぎ く

野路菊ステークス
発走14時25分 （芝・左）
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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．6
1：58．9

良
良

66 ロ ン 牝2黒鹿54 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 494± 01：59．8レコード 3．0�
33 クラウンドマジック 牡2黒鹿54 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 502－102：00．54 14．1�
88 マテンロウスカイ 牡2栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 ハナ 2．1�
44 フレンドショコラ 牝2栗 54 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 386－ 82：00．71	 293．0�
11 
 フィフティシェビー 牡2鹿 54 池添 謙一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

492＋ 2 〃 クビ 23．4�
22 グーデンドラーク 牡2黒鹿54 松山 弘平 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－ 82：00．8� 7．3

55 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± 02：01．12 51．1�
77 ロードリライアブル 牡2鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 4 〃 クビ 7．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 101，183，600円 複勝： 82，753，800円 枠連： 発売なし
馬連： 107，644，700円 馬単： 58，655，400円 ワイド： 73，417，300円
3連複： 133，989，300円 3連単： 290，836，300円 計： 848，480，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 390円 �� 160円 �� 440円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計1011836 的中 � 270136（2番人気）
複勝票数 計 827538 的中 � 207180（2番人気）� 75341（5番人気）� 251223（1番人気）
馬連票数 計1076447 的中 �� 43432（8番人気）
馬単票数 計 586554 的中 �� 14581（12番人気）
ワイド票数 計 734173 的中 �� 41326（7番人気）�� 149061（1番人気）�� 36016（8番人気）
3連複票数 計1339893 的中 ��� 101599（4番人気）
3連単票数 計2908363 的中 ��� 29912（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―36．6―48．3―1：00．5―1：12．8―1：24．8―1：36．5―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
・（2，7）6，1（3，8）－4，5
7，2（3，1，6）（4，8）－5

2
4

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

勝馬の
紹 介

ロ ン 
�
父 シルバーステート 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．1 函館1着

2019．4．5生 牝2黒鹿 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 2戦2勝 賞金 23，168，000円

26070 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第10競走 ��2，000�
ゆ う づ き

夕 月 特 別
発走15時00分 （芝・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 サンテローズ 牝4栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522＋102：00．7 2．0�
66 ル ー ス 牝3栗 52 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486－102：01．33� 11．3�
33 タニノヨセミテ 牝4鹿 55 藤岡 佑介谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 422＋ 4 〃 アタマ 7．6�
44 ウインメルシー 牝5鹿 55 岩田 望来�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484－ 6 〃 クビ 19．7�
89 リ ノ キ ア ナ 牝4鹿 55 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 430－12 〃 ハナ 5．1	
77 �� ファインスティール 牝5鹿 55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

538＋ 42：01．51 27．7

88 ナスノフォルテ 牝4黒鹿55 富田 暁�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486－ 2 〃 クビ 49．7�
55 サウンドレベッカ 牝4青鹿55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 ハナ 4．4
22 フ ラ ル 牝5鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 2 〃 ハナ 34．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 73，652，200円 複勝： 70，116，200円 枠連： 13，118，400円
馬連： 108，203，700円 馬単： 55，001，700円 ワイド： 84，926，700円
3連複： 154，221，900円 3連単： 262，440，600円 計： 821，681，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 250円 � 200円 枠 連（1－6） 1，560円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 580円 �� 300円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 736522 的中 � 280854（1番人気）
複勝票数 計 701162 的中 � 165353（1番人気）� 58936（5番人気）� 82310（4番人気）
枠連票数 計 131184 的中 （1－6） 6482（6番人気）
馬連票数 計1082037 的中 �� 53389（6番人気）
馬単票数 計 550017 的中 �� 17638（8番人気）
ワイド票数 計 849267 的中 �� 36591（6番人気）�� 80631（2番人気）�� 18617（13番人気）
3連複票数 計1542219 的中 ��� 32901（11番人気）
3連単票数 計2624406 的中 ��� 14971（43番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．0―13．1―12．5―11．8―11．7―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．5―50．6―1：03．1―1：14．9―1：26．6―1：38．0―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンテローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Aldebaran デビュー 2020．6．21 函館1着

2017．2．27生 牝4栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 5戦3勝 賞金 27，896，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 フラル号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



26071 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

ながしの

長篠ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000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
1：06．7
1：06．0

良
良

24 キ タ イ 牝5鹿 55 池添 謙一西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 516± 01：08．1 23．4�
23 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 468＋14 〃 クビ 12．8�
35 グッドマックス 牝4芦 55 斎藤 新長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：08．31 91．8�
12 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 岩田 望来土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466－10 〃 クビ 32．0�
59 フォイアーロート 牡3青鹿55 岩田 康誠吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 アタマ 17．1�
11 トロワマルス 牝4鹿 55 古川 吉洋山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 478± 0 〃 クビ 89．6�
510 ト キ メ キ 牝4栗 55 吉田 隼人	ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 504－ 21：08．4� 27．0

714 グッドジュエリー 牝6芦 55 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 B468－ 21：08．5クビ 13．8�
47 	 クリノアリエル 牝6青 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B422－ 6 〃 クビ 20．1�
48 アーズローヴァー 牝5鹿 55 
島 克駿 	キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B468＋ 6 〃 アタマ 28．9
36 ロードベイリーフ 牡4黒鹿57 幸 英明 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 488＋ 61：08．6クビ 4．6�
611 シホノレジーナ 牝4栗 55 松田 大作村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B498－ 21：08．71 17．3�
713 ジョニーズララバイ 牡5鹿 57 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 448＋ 2 〃 ハナ 10．1�
815� デルマカトリーナ 牝5鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 444＋ 41：08．8 14．8�
612	 シルヴェーヌ 牝6鹿 55 泉谷 楓真西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 474＋ 8 〃 ハナ 172．8�
816� プリモダルク 牝4鹿 55 福永 祐一伊藤 佳幸氏 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 460± 01：08．9� 2．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 103，373，000円 複勝： 145，908，400円 枠連： 68，756，200円
馬連： 306，357，500円 馬単： 119，219，400円 ワイド： 223，306，900円
3連複： 527，997，400円 3連単： 575，415，300円 計： 2，070，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 710円 � 450円 � 2，360円 枠 連（2－2） 16，870円

馬 連 �� 13，470円 馬 単 �� 28，360円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 20，730円 �� 13，290円

3 連 複 ��� 208，960円 3 連 単 ��� 1，064，220円

票 数

単勝票数 計1033730 的中 � 35294（10番人気）
複勝票数 計1459084 的中 � 54696（11番人気）� 92267（6番人気）� 15116（15番人気）
枠連票数 計 687562 的中 （2－2） 3158（30番人気）
馬連票数 計3063575 的中 �� 17622（42番人気）
馬単票数 計1192194 的中 �� 3152（85番人気）
ワイド票数 計2233069 的中 �� 15362（42番人気）�� 2764（104番人気）�� 4320（89番人気）
3連複票数 計5279974 的中 ��� 1895（367番人気）
3連単票数 計5754153 的中 ��� 392（2005番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―10．8―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．6―33．4―44．8―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ タ イ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．6．23 函館2着

2016．2．17生 牝5鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 30戦4勝 賞金 67，320，000円
〔騎手変更〕 トロワマルス号の騎手酒井学は，病気のため古川吉洋に変更。
〔制裁〕 グッドマックス号の騎手斎藤新は，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50，000円。（被害馬：8番）
※シホノレジーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26072 9月25日 曇 良 （3中京5） 第6日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・左）
負担重量は，3歳54�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
1：47．6
1：47．6

重
重

36 � クリノホノオ 牡4鹿 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482＋ 41：52．8 5．4�
11 ロ ー ウ ェ ル 牡3黒鹿54 	島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554＋ 61：53．33 6．9�
47 フィニステール 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 B472－ 2 〃 クビ 5．6�

815 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 464＋ 21：53．4
 27．3�
611 リリーミニスター �4芦 57

54 ▲西谷 凜土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 470－ 21：53．82 11．9	
510 クリノキングボス 牡4栗 57

56 ☆泉谷 楓真栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B468± 0 〃 クビ 162．7

48 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B486－ 61：53．9クビ 64．8�
24 � セ ラ ン 牝4黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC B502＋ 2 〃 ハナ 3．7�
612 キョウエイパラスト 牡4栗 57 藤井勘一郎田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 512＋ 21：54．43 131．9
713 オンザフェーヴル 牡4栗 57 川田 将雅廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 494＋ 4 〃 クビ 4．7�
816 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 41：54．5 84．5�

23 � ジンゴイスト �6青鹿 57
54 ▲小沢 大仁 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム B486－121：54．92
 110．4�

59 � ダディーズメジャー 牡4栗 57
54 ▲松本 大輝田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 488－ 61：55．11 44．2�

714 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 B442－ 2 〃 クビ 86．9�

12 タイセイドリーマー 牡3栗 54 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 490－101：55．2
 17．6�
35 � ア ノ マ リ ー 牡6青鹿57 小崎 綾也吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 三石川上牧場 492－ 41：56．15 180．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，064，900円 複勝： 112，995，700円 枠連： 29，829，900円
馬連： 149，198，200円 馬単： 57，143，500円 ワイド： 123，262，500円
3連複： 228，775，900円 3連単： 259，442，600円 計： 1，051，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 250円 � 200円 枠 連（1－3） 1，490円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 720円 �� 420円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 19，870円

票 数

単勝票数 計 910649 的中 � 133376（3番人気）
複勝票数 計1129957 的中 � 209805（2番人気）� 99997（5番人気）� 146282（4番人気）
枠連票数 計 298299 的中 （1－3） 15438（9番人気）
馬連票数 計1491982 的中 �� 59751（8番人気）
馬単票数 計 571435 的中 �� 9636（19番人気）
ワイド票数 計1232625 的中 �� 42889（8番人気）�� 78973（2番人気）�� 40778（11番人気）
3連複票数 計2287759 的中 ��� 53794（8番人気）
3連単票数 計2594426 的中 ��� 9465（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．8―50．7―1：03．0―1：15．2―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クリノホノオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゴールドヘイロー

2017．5．12生 牡4鹿 母 モエレエターナル 母母 カ ト リ ア 12戦1勝 賞金 37，404，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 フィニステール号の騎手角田大和は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



（3中京5）第6日 9月25日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

213，540，000円
5，570，000円
30，950，000円
1，010，000円
23，310，000円
63，865，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
753，434，600円
977，967，300円
196，277，100円
1，177，044，100円
555，077，800円
988，048，700円
1，841，326，200円
2，445，937，200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 8，935，113，000円

総入場人員 2，738名 （有料入場人員 2，479名）
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