
2608510月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

58 ヤマイチエスポ 牝2鹿 54 岩田 望来坂本 肇氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 464－ 21：26．9 9．7�
712 コパノリンダ 牝2鹿 54

51 ▲西谷 凜小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 444＋ 21：27．11� 7．0�
45 ミギーフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 500＋10 〃 クビ 5．4�
813 ハルキファイト 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 464± 01：27．73� 98．1�
11 ス ピ ン オ フ 牝2鹿 54 福永 祐一 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 01：27．9� 3．4�

814 トーホウパラダイス 牝2栗 54 �島 克駿東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 484－141：28．53� 95．2	
46 スローテキーラ 牝2青鹿 54

51 ▲松本 大輝吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 10．5

33 ミーナティエルナ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 430± 0 〃 ハナ 12．0�
22 スキューマパーラ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁�髙昭牧場 長谷川浩大 浦河 高昭牧場 420± 0 〃 アタマ 68．1
69 セリノーフォス 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム B448± 01：28．71 5．1�
610 ニホンピロクレール 牝2芦 54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 458－ 4 〃 クビ 28．7�
711 ア ン ド レ ア 牝2青鹿54 中井 裕二�高橋ファーム 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 450＋ 21：29．87 196．8�
57 ゴッドレイジング 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか 水上 習孝 480＋ 41：29．9� 128．0�
34 クリノハニー 牝2栗 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 442＋ 41：31．07 155．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，819，000円 複勝： 63，247，200円 枠連： 10，326，100円
馬連： 61，198，000円 馬単： 26，046，900円 ワイド： 59，152，700円
3連複： 99，513，500円 3連単： 98，803，400円 計： 454，106，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 180円 � 190円 枠 連（5－7） 3，140円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 980円 �� 880円 �� 750円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 44，350円

票 数

単勝票数 計 358190 的中 � 31144（5番人気）
複勝票数 計 632472 的中 � 56329（6番人気）� 98894（2番人気）� 90294（4番人気）
枠連票数 計 103261 的中 （5－7） 2545（14番人気）
馬連票数 計 611980 的中 �� 15113（17番人気）
馬単票数 計 260469 的中 �� 2661（40番人気）
ワイド票数 計 591527 的中 �� 15356（17番人気）�� 17164（15番人気）�� 20643（10番人気）
3連複票数 計 995135 的中 ��� 14449（25番人気）
3連単票数 計 988034 的中 ��� 1615（216番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．7―12．7―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―47．2―59．9―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．7
3 ・（9，5）（1，6）8（10，12）（14，3）（4，2）11－13－7 4 9，5（1，6）（8，12）10（14，3）2，4－11－13＝7

勝馬の
紹 介

ヤマイチエスポ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2021．8．21 小倉9着

2019．3．18生 牝2鹿 母 クィーンオブシバ 母母 コンキスタドレス 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 ヤマイチエスポ号の騎手岩田望来は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り戒告。
〔その他〕 クリノハニー号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2608610月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第2競走 2，000�2歳未勝利
発走10時25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
1：59．8
1：58．9

良
良

22 ダンテスヴュー 牡2鹿 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 22：00．9 1．4�

88 ダノンピーカブー 牡2芦 55 岩田 望来�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466＋ 82：01．32� 11．0�
11 スズノマーベリック 牡2栗 55 福永 祐一小紫 嘉之氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 466－162：01．51� 6．9�
66 ナニハサテオキ 牡2鹿 55 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 474－ 22：01．92 132．0�
89 デンドロビウム 牝2鹿 54 幸 英明金山 政信氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 448＋ 4 〃 クビ 167．8�
44 タイセイエピソード 牡2栗 55 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 62：02．0� 37．1	
55 メイケイバートン 牡2黒鹿55 藤岡 佑介名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 450－ 62：02．21 5．9

33 ヴィクトールドパリ 牡2芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 468＋ 62：02．84 14．6�
77 ウイングラドナス 牡2黒鹿55 武藤 雅�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 448－ 22：02．9クビ 174．7�
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売 得 金
単勝： 52，756，000円 複勝： 180，111，900円 枠連： 7，527，300円
馬連： 49，866，100円 馬単： 42，820，700円 ワイド： 50，387，200円
3連複： 78，210，000円 3連単： 201，898，700円 計： 663，577，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（2－8） 720円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 520円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 527560 的中 � 296878（1番人気）
複勝票数 計1801119 的中 � 1323570（1番人気）� 91077（4番人気）� 127165（3番人気）
枠連票数 計 75273 的中 （2－8） 8028（3番人気）
馬連票数 計 498661 的中 �� 49180（3番人気）
馬単票数 計 428207 的中 �� 34263（4番人気）
ワイド票数 計 503872 的中 �� 43620（3番人気）�� 95887（2番人気）�� 19916（8番人気）
3連複票数 計 782100 的中 ��� 63765（5番人気）
3連単票数 計2018987 的中 ��� 48808（10番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．2―11．9―11．9―12．0―12．0―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―36．8―48．7―1：00．6―1：12．6―1：24．6―1：36．5―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンテスヴュー 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．8．15 新潟2着

2019．3．25生 牡2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

第５回 中京競馬 第８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



2608710月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第3競走 1，400�2歳新馬
発走10時55分 （ダート・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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

55 リ メ イ ク 牡2栗 55 �島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476 ―1：26．0 11．2�

33 バ ル ム ン ク 牡2栗 55 岩田 望来兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 514 ―1：27．38 4．0�
811 ビナホイアン 牡2鹿 55 岩田 康誠井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 446 ―1：27．51 3．7�
79 スリードレフォン 牡2鹿 55 古川 吉洋永井商事� 木原 一良 新ひだか グランド牧場 502 ―1：28．35 7．9�
22 マーブルケイケー 牝2青鹿54 松山 弘平下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 480 ―1：28．83 4．9�
67 ラパンドネージュ 牡2鹿 55 菱田 裕二藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 470 ― 〃 クビ 22．7	
44 メイマックス 牡2鹿 55 太宰 啓介古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 上井農場 454 ―1：29．22� 50．2

810 ビーバリスタ 牡2芦 55 川須 栄彦馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 474 ―1：29．72� 131．3�
11 タ イ ゲ ン 牡2栗 55 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496 ―1：30．02 6．6�
78 タマワープスピード 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁玉井 鶴枝氏 牧田 和弥 平取 川向高橋育
成牧場 462 ―1：30．85 89．0

66 メイペーパームーン 牝2鹿 54
53 ☆泉谷 楓真千明牧場 奥村 豊 浦河 千明牧場 456 ―1：31．54 46．2�
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売 得 金
単勝： 32，405，100円 複勝： 38，964，400円 枠連： 6，538，200円
馬連： 43，041，100円 馬単： 22，722，700円 ワイド： 35，698，900円
3連複： 63，957，200円 3連単： 78，980，000円 計： 322，307，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 250円 � 140円 � 140円 枠 連（3－5） 2，160円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 630円 �� 690円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 計 324051 的中 � 24236（6番人気）
複勝票数 計 389644 的中 � 29981（6番人気）� 84218（1番人気）� 81853（2番人気）
枠連票数 計 65382 的中 （3－5） 2342（12番人気）
馬連票数 計 430411 的中 �� 17554（10番人気）
馬単票数 計 227227 的中 �� 3372（25番人気）
ワイド票数 計 356989 的中 �� 13731（10番人気）�� 12418（12番人気）�� 35953（1番人気）
3連複票数 計 639572 的中 ��� 19334（7番人気）
3連単票数 計 789800 的中 ��� 2760（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．5―49．3―1：01．9―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F36．7
3 ・（2，5）9（4，10，11）3，7（1，6，8） 4 ・（2，5）9（4，10，3，11）－7，1（6，8）

勝馬の
紹 介

リ メ イ ク �
�
父 ラ ニ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．4．18生 牡2栗 母 サ リ エ ル 母母 シンコウノビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイペーパームーン号は，「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。

2608810月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第4競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・左）

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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

11 レーヴリアン 牝3鹿 53 松山 弘平矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 488＋ 41：12．4 2．7�
22 エールソヴール 牝3黒鹿53 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470－141：12．72 13．5�
811 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 506± 01：13．02 7．7�
44 イマジンヨウコ 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B464＋ 81：13．1アタマ 10．0�
56 サイモンルピナス 牝3黒鹿53 川須 栄彦澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B444＋16 〃 クビ 7．1�
33 スズノナデシコ 牝3鹿 53 �島 克駿小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 508＋ 41：13．52� 27．6�
812 ミヤジオシャラク 牝3鹿 53 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 496＋221：13．81� 12．5	
79 � ルーラーザクイーン 牝4鹿 55 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 456＋10 〃 クビ 15．7

68 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 41：14．01� 5．9�
55 サウンドパドマ 牝3鹿 53

50 ▲小沢 大仁増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 430＋ 61：14．21 16．6�
67 � クワイエット 牝5黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B448－ 21：14．3クビ 275．5�
710 チェスナットロール 牝4栗 55 岩田 望来田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 458－ 21：14．4� 35．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，086，600円 複勝： 59，305，200円 枠連： 9，810，500円
馬連： 62，584，600円 馬単： 28，648，100円 ワイド： 58，057，200円
3連複： 95，553，100円 3連単： 107，943，700円 計： 462，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 310円 � 260円 枠 連（1－2） 1，770円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 700円 �� 560円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 19，530円

票 数

単勝票数 計 410866 的中 � 121087（1番人気）
複勝票数 計 593052 的中 � 126970（1番人気）� 41905（6番人気）� 54539（5番人気）
枠連票数 計 98105 的中 （1－2） 4276（8番人気）
馬連票数 計 625846 的中 �� 28322（5番人気）
馬単票数 計 286481 的中 �� 8130（7番人気）
ワイド票数 計 580572 的中 �� 21411（7番人気）�� 27425（4番人気）�� 10428（20番人気）
3連複票数 計 955531 的中 ��� 16195（12番人気）
3連単票数 計1079437 的中 ��� 4006（43番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．6―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴリアン �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．3．20 阪神5着

2018．2．28生 牝3鹿 母 フェイズシフト 母母 レイオブライト 7戦2勝 賞金 19，250，000円



2608910月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時15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
1：59．8
1：58．9

良
良

33 ヴェールランス 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434 ―2：01．8 6．5�
710 テ ン ダ ン ス 牡2鹿 55 田辺 裕信前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 486 ―2：01．9� 3．7�
79 ヴァーグエスタード 牡2栗 55 和田 竜二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 462 ―2：02．53� 93．7�
44 プレミアスコア 牝2栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474 ―2：02．6クビ 9．6�
811 テーオーサンドニ 牡2鹿 55 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 456 ― 〃 ハナ 19．0	
68 エーデルブルーメ 牝2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460 ―2：02．81 16．4

67 メイクユースマイル 牡2鹿 55 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 504 ― 〃 クビ 13．8�
11 ルージュヴェルダ 牝2栗 54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482 ―2：03．22� 38．3�
56 プラネタリウム 牡2芦 55

54 ☆富田 暁市川義美ホール
ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 486 ―2：03．94 171．5

812 ミエノナイスガイ 牡2鹿 55 岩田 望来里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 460 ―2：06．4大差 68．6�
55 サ ド ル 牡2栗 55 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 492 ―2：11．5大差 6．3�
22 グレートキャンベラ 牡2黒鹿55 川田 将雅�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494 ― （競走中止） 3．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，429，000円 複勝： 57，754，100円 枠連： 8，892，400円
馬連： 55，228，300円 馬単： 28，719，100円 ワイド： 49，544，600円
3連複： 80，461，400円 3連単： 95，889，800円 計： 423，918，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 140円 � 1，690円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 470円 �� 6，800円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 28，170円 3 連 単 ��� 105，010円

票 数

単勝票数 計 474290 的中 � 60288（4番人気）
複勝票数 計 577541 的中 � 80972（3番人気）� 136447（1番人気）� 5838（11番人気）
枠連票数 計 88924 的中 （3－7） 6482（4番人気）
馬連票数 計 552283 的中 �� 38772（3番人気）
馬単票数 計 287191 的中 �� 8125（9番人気）
ワイド票数 計 495446 的中 �� 30300（4番人気）�� 1769（42番人気）�� 2515（37番人気）
3連複票数 計 804614 的中 ��� 2142（78番人気）
3連単票数 計 958898 的中 ��� 662（343番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．2―13．1―12．1―11．7―11．7―11．7―11．8―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―37．8―50．9―1：03．0―1：14．7―1：26．4―1：38．1―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェールランス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ヴィクトワールピサ 初出走

2019．3．25生 牡2鹿 母 ジ ュ エ ラ ー 母母 バルドウィナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 グレートキャンベラ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に衝突し，転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グレートキャンベラ号は，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

後に平地調教再審査。
〔その他〕 サドル号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2609010月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：47．6
1：47．6

重
重

710� ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿 53
50 ▲角田 大和前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 458＋ 41：52．9 19．3�
68 アルーブルト 牡3鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋201：53．0� 3．8�
22 モ ズ マ ゾ ク 牡3青 55 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 488± 01：53．42� 4．8�
69 サトノスカイターフ 牡3鹿 55 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492± 01：54．14 14．3�
56 メイショウカムロ 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452± 01：54．2� 60．1�
57 アウサンガテ 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：54．4� 5．2	
44 タマモネックタイ 牡3鹿 55 藤懸 貴志タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 470－ 2 〃 クビ 42．4

813 ブラックラテ 牡3黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：54．61 12．6�
45 エーティーソブリン 牡3鹿 55 池添 謙一荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 480－ 61：54．81� 4．7
711 ミッキークイック 牡3青鹿55 和田 竜二野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 504＋ 21：55．43� 14．0�
11 メイクマイデイ 牡3黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 昆 貢 青森 石田 英機 492＋ 21：55．82� 22．1�
812 フェブキラナ 牡3栗 55 中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B466－ 21：56．01� 66．4�
33 	 ナリタウルフ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 456－101：56．42� 79．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，289，300円 複勝： 63，678，100円 枠連： 10，509，400円
馬連： 66，667，400円 馬単： 27，814，200円 ワイド： 61，212，600円
3連複： 102，719，100円 3連単： 109，268，200円 計： 486，158，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 500円 � 160円 � 180円 枠 連（6－7） 1，370円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，110円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 31，340円

票 数

単勝票数 計 442893 的中 � 18275（8番人気）
複勝票数 計 636781 的中 � 24664（8番人気）� 117550（1番人気）� 99411（3番人気）
枠連票数 計 105094 的中 （6－7） 5915（7番人気）
馬連票数 計 666674 的中 �� 12666（18番人気）
馬単票数 計 278142 的中 �� 1861（45番人気）
ワイド票数 計 612126 的中 �� 13100（14番人気）�� 13266（13番人気）�� 54389（1番人気）
3連複票数 計1027191 的中 ��� 20337（7番人気）
3連単票数 計1092682 的中 ��� 2527（93番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．9―12．9―12．2―12．3―12．4―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．2―50．1―1：02．3―1：14．6―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴォワドアンジェ �
�
父 Curlin �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．6．28 東京7着

2018．2．26生 牝3黒鹿 母 Love and Pride 母母 Ile de France 11戦2勝 賞金 21，710，000円



2609110月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

23 ジャスティンカフェ 牡3鹿 55 川田 将雅三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 492＋ 61：32．6 3．0�
35 � サマートゥリスト 牝3黒鹿53 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 482＋ 21：32．81 3．4�
12 ミツルハピネス 牝3栗 53

52 ☆泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506－101：32．9� 10．9�
36 ジ ュ ノ ー 牡3芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522＋ 61：33．11� 21．0�
816 タウゼントシェーン 牝3青 53 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 424－101：33．2� 26．6	
24 エイシンピクセル 牝3栗 53 藤井勘一郎�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 450± 01：33．3クビ 43．5

714 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 53 吉田 隼人中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B418－ 41：33．61� 53．0�
612 グ ラ ニ ー タ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 アタマ 66．8�
11 ロイヤルヴィザージ 牝5鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B472＋ 61：33．7� 137．4
713 ヴェールクレール 牝3黒鹿53 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472＋201：33．8クビ 5．7�
815 シュライエン 牝3黒鹿53 和田 竜二�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 6 〃 アタマ 9．3�
611� ジュストコル 牡3鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 520＋ 41：34．01� 18．7�
48 サ ナ テ ィ オ 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 412＋241：34．1� 46．1�

59 ウインドラブリーナ 牝4黒鹿55 岩田 康誠福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 41：34．63 30．7�
47 	 マヤノガルネリ 
6鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 平取 協栄組合 460－11 〃 ハナ 196．2�
510 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 436＋121：34．81� 167．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，648，100円 複勝： 92，192，600円 枠連： 16，030，700円
馬連： 85，976，400円 馬単： 36，410，400円 ワイド： 82，470，200円
3連複： 132，525，000円 3連単： 139，528，800円 計： 637，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 240円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 260円 �� 680円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，490円

票 数

単勝票数 計 526481 的中 � 136117（1番人気）
複勝票数 計 921926 的中 � 240086（1番人気）� 175571（2番人気）� 72200（5番人気）
枠連票数 計 160307 的中 （2－3） 23292（1番人気）
馬連票数 計 859764 的中 �� 125216（1番人気）
馬単票数 計 364104 的中 �� 23030（2番人気）
ワイド票数 計 824702 的中 �� 90860（1番人気）�� 28449（7番人気）�� 31638（6番人気）
3連複票数 計1325250 的中 ��� 58265（3番人気）
3連単票数 計1395288 的中 ��� 13496（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―46．8―58．5―1：09．9―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンカフェ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．1．24 中京1着

2018．5．18生 牡3鹿 母 カ ジ ノ ブ ギ 母母 ギミーシェルター 5戦2勝 賞金 19，452，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20分に変更。
※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） 2頭 ジューンロールオン号・ナイトオブレディ号
（非抽選馬） 1頭 ブルアモーレ号

2609210月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第8競走 ��1，900�3歳以上2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 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
1：54．7
1：53．7

重
不良

44 サンライズシェリー 牡4鹿 57
56 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 480－ 21：59．3 13．0�

710 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 508＋ 21：59．4� 4．8�
813 ジ ロ ー 牡4鹿 57 幸 英明エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 476－ 81：59．93 20．5�
45 キタサンヴィクター 牡6鹿 57

56 ☆泉谷 楓真�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 514－ 2 〃 アタマ 59．9�
812 オ ノ リ ス 牡6黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－ 42：00．0クビ 5．9�
33 � ルーチェット 牝3鹿 53 岩田 望来前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 466－ 42：00．32 2．6	
68 タイセイシェダル 牡3栗 55 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 460＋ 42：00．62 7．8

22 ペルルドール 牝4栗 55 小崎 綾也寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B482－ 42：01．02� 98．1�
57 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 480＋ 82：01．1� 13．9�
56 クリノカポネ 	6鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 82：01．31 323．4
711 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57 
島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504± 02：01．4クビ 9．9�
69 メイショウシャガ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 508－ 22：01．82� 123．4�
11 シンゼンデレヤ 牡4鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 530－ 62：02．86 29．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，592，800円 複勝： 65，227，500円 枠連： 13，294，200円
馬連： 76，040，500円 馬単： 34，928，300円 ワイド： 65，479，000円
3連複： 114，739，600円 3連単： 135，893，400円 計： 553，195，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 330円 � 210円 � 480円 枠 連（4－7） 1，540円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，440円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 20，670円 3 連 単 ��� 96，020円

票 数

単勝票数 計 475928 的中 � 29136（6番人気）
複勝票数 計 652275 的中 � 50174（5番人気）� 95245（3番人気）� 31206（8番人気）
枠連票数 計 132942 的中 （4－7） 6650（7番人気）
馬連票数 計 760405 的中 �� 20541（13番人気）
馬単票数 計 349283 的中 �� 3985（31番人気）
ワイド票数 計 654790 的中 �� 20680（11番人気）�� 3653（40番人気）�� 12436（18番人気）
3連複票数 計1147396 的中 ��� 4162（61番人気）
3連単票数 計1358934 的中 ��� 1026（309番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．0―13．3―13．0―12．2―12．2―12．4―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―30．9―44．2―57．2―1：09．4―1：21．6―1：34．0―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズシェリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．9．28 阪神11着

2017．4．25生 牡4鹿 母 サンデーローズ 母母 サンデーエイコーン 12戦3勝 賞金 31，530，000円



2609310月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第9競走 ��
��1，400�ききょうステークス

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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

11 ド ー ブ ネ 牡2青 55 吉田 隼人藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 468＋ 41：21．4 1．7�
22 ジャスティンヴェル 牡2黒鹿55 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 476± 01：21．71	 4．4�
55 ジャズブルース 牡2青鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458＋ 61：21．8
 4．8�
66 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430± 01：22．01� 12．8�
77 カールスモーキー 牡2黒鹿55 田辺 裕信中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 41：22．1
 16．6�
44 ホワイトターフ 牝2芦 54 永島まなみ 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 430－141：22．2
 38．2

33 フ ァ ン デ ル 牝2黒鹿54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 466＋101：22．62	 45．0�

（7頭）

売 得 金
単勝： 74，481，400円 複勝： 45，603，600円 枠連： 発売なし
馬連： 72，055，200円 馬単： 50，454，300円 ワイド： 47，246，500円
3連複： 94，587，700円 3連単： 286，544，700円 計： 670，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 980円

票 数

単勝票数 計 744814 的中 � 361790（1番人気）
複勝票数 計 456036 的中 � 181381（1番人気）� 80085（3番人気）
馬連票数 計 720552 的中 �� 157108（2番人気）
馬単票数 計 504543 的中 �� 75444（2番人気）
ワイド票数 計 472465 的中 �� 91735（1番人気）�� 83652（2番人気）�� 48880（3番人気）
3連複票数 計 945877 的中 ��� 242171（1番人気）
3連単票数 計2865447 的中 ��� 210966（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．1―11．9―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．3―46．2―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（1，4）6（5，2）（3，7） 4 1，4（5，6）（3，7，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ド ー ブ ネ �

父 ディープインパクト �


母父 Footstepsinthesand デビュー 2021．9．4 札幌1着

2019．4．3生 牡2青 母 プレミアステップス 母母 Primissima 2戦2勝 賞金 23，161，000円
〔発走状況〕 プラソン号は，発進不良〔外側に逃避〕。

2609410月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第10競走 ��
��2，000�

せきがはら

関ケ原ステークス
発走15時00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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

812 シ フ ル マ ン 牡5芦 57 吉田 隼人�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502± 01：59．9 29．2�
11 シュヴァリエローズ 牡3鹿 55 岩田 望来 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 3．5�
710 ム ジ カ 牝4鹿 55 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 450± 02：00．0� 4．0�
45 イ ロ ゴ ト シ 牡4鹿 57 松若 風馬内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 476＋10 〃 ハナ 11．1�
33 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 474－ 42：00．21 18．8	

22 シャフトオブライト 牡6栗 57 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 0 〃 クビ 21．6

44 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．3� 20．4�
69 ワールドスケール 牡4鹿 57 川田 将雅�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 464± 02：00．4クビ 5．2�
813 ア ル サ ト ワ 牡4鹿 57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 82：00．5� 15．2
711 オメガラヴィサン 	6鹿 57 岩田 康誠原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 17．7�
57 ニホンピロスクーロ 	4青鹿57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－ 22：00．71 26．4�
56 ディバインフォース 牡5鹿 57 松山 弘平吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 474＋142：01．12� 13．1�
68 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 466± 02：01．31� 41．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，593，100円 複勝： 93，754，200円 枠連： 24，770，300円
馬連： 138，689，400円 馬単： 53，794，400円 ワイド： 110，472，000円
3連複： 223，394，600円 3連単： 227，080，600円 計： 930，548，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 810円 � 160円 � 170円 枠 連（1－8） 1，960円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 18，200円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 2，400円 �� 390円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 101，620円

票 数

単勝票数 計 585931 的中 � 16023（12番人気）
複勝票数 計 937542 的中 � 20948（12番人気）� 180250（1番人気）� 161776（2番人気）
枠連票数 計 247703 的中 （1－8） 9773（10番人気）
馬連票数 計1386894 的中 �� 17084（25番人気）
馬単票数 計 537944 的中 �� 2216（69番人気）
ワイド票数 計1104720 的中 �� 12787（27番人気）�� 11104（33番人気）�� 80161（1番人気）
3連複票数 計2233946 的中 ��� 16751（30番人気）
3連単票数 計2270806 的中 ��� 1620（359番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．5―12．3―12．0―11．7―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．6―49．1―1：01．4―1：13．4―1：25．1―1：36．3―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ フ ル マ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 京都4着

2016．2．16生 牡5芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 22戦4勝 賞金 70，678，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2609510月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第11競走 ��
��1，900�第25回シリウスステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，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

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

48 サンライズホープ 牡4鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B540± 01：57．4 6．3�
611 ウェスタールンド �9栗 58 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484－ 41：57．5アタマ 10．0�
12 ブルベアイリーデ 牡5鹿 57 福永 祐一森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 494＋ 41：57．81� 4．7�
11 ダノンスプレンダー 牡5黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム B506－ 6 〃 ハナ 6．2�
612 サクラアリュール 牡6栗 55 藤岡 康太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 21：58．43
 21．9	
23 ロードリバーサル 牡5鹿 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 41：58．61� 35．2

714 テンザワールド 牡7栗 53 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B440± 0 〃 
 113．4�
815 エブリワンブラック 牡4鹿 54 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B482－ 61：58．7アタマ 36．2�
713 アシャカトブ 牡5栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 510－121：59．01� 28．9
510 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 57．5 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：59．1
 10．7�
59 ケイティブレイブ 牡8栗 58．5 内田 博幸瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 522－ 61：59．52
 29．1�
816 サンデーウィザード 牡9鹿 55 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：59．71� 69．5�
47 アナザートゥルース �7栗 58 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：59．91 24．9�
24 エルデュクラージュ �7芦 57 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 496－ 42：00．75 56．4�
35 リアンヴェリテ 牡7鹿 57．5 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 22：00．8
 31．2�
36 ゴッドセレクション 牡3鹿 54 中井 裕二川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B526－ 32：02．07 4．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 170，538，500円 複勝： 273，164，500円 枠連： 93，848，000円
馬連： 484，437，500円 馬単： 165，485，300円 ワイド： 395，097，700円
3連複： 973，545，200円 3連単： 956，759，200円 計： 3，512，875，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 260円 � 180円 枠 連（4－6） 2，070円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 670円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 31，240円

票 数

単勝票数 計1705385 的中 � 215662（4番人気）
複勝票数 計2731645 的中 � 302162（4番人気）� 250376（5番人気）� 433085（2番人気）
枠連票数 計 938480 的中 （4－6） 35066（9番人気）
馬連票数 計4844375 的中 �� 89153（14番人気）
馬単票数 計1654853 的中 �� 17310（25番人気）
ワイド票数 計3950977 的中 �� 76460（13番人気）�� 155232（5番人気）�� 139813（6番人気）
3連複票数 計9735452 的中 ��� 130558（10番人気）
3連単票数 計9567592 的中 ��� 22203（63番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．5―12．9―12．5―12．1―12．1―12．6―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―29．7―42．6―55．1―1：07．2―1：19．3―1：31．9―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．3．29生 牡4鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 14戦6勝 賞金 120，099，000円
〔制裁〕 リアンヴェリテ号の騎手国分恭介は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・3番・2番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 クレスコブレイブ号・ネオブレイブ号・メイショウエイコウ号・ライトウォーリア号

2609610月2日 晴 良 （3中京5） 第8日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・左）
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
1：19．2
1：19．0

良
良

813� ブルースピリット 牡3鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 愛
Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

486－ 21：20．6 2．2�
44 サ ル ビ ア 牝3栗 53 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 458－101：20．7	 4．6�
22 
 アルディテッツァ 牡5鹿 57 �島 克駿�G1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 B512＋ 21：20．8クビ 16．7�
56 ヤマニンルリュール 牝3鹿 53 岩田 望来土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466＋ 2 〃 ハナ 8．0�

711 ララクリスティーヌ 牝3青鹿53 中井 裕二フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 450＋ 2 〃 アタマ 5．4�
（法942）

11 テ リ ー ヌ 牝3鹿 53
52 ☆富田 暁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 408－121：21．01� 36．6	

57 � ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 468－ 21：21．1クビ 39．8

69 ヴァーチャリティ 牝3鹿 53 酒井 学�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 456－ 41：21．2	 18．6�
33 
 ロングファイナリー 5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 478＋101：21．3	 63．5
45 ディープハーモニー 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 23．9�
710 メイショウドウドウ 牡6黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 61：21．61	 19．2�
68 シトラスノキセキ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 61：21．81 113．2�
812 トモジャファイブ 牡5鹿 57 古川 吉洋吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 510－ 61：22．86 165．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，666，000円 複勝： 94，308，800円 枠連： 26，293，600円
馬連： 145，626，100円 馬単： 60，472，600円 ワイド： 123，757，900円
3連複： 221，529，900円 3連単： 276，076，500円 計： 1，023，731，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 310円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 290円 �� 890円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 756660 的中 � 265344（1番人気）
複勝票数 計 943088 的中 � 218634（1番人気）� 152747（3番人気）� 58253（6番人気）
枠連票数 計 262936 的中 （4－8） 40583（1番人気）
馬連票数 計1456261 的中 �� 188234（1番人気）
馬単票数 計 604726 的中 �� 50274（1番人気）
ワイド票数 計1237579 的中 �� 124611（1番人気）�� 32921（10番人気）�� 33639（9番人気）
3連複票数 計2215299 的中 ��� 50446（8番人気）
3連単票数 計2760765 的中 ��� 20183（16番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．1―11．4―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―34．7―46．1―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルースピリット �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Galileo デビュー 2020．6．21 函館1着

2018．4．27生 牡3鹿 母 Jasmine Blue 母母 Impressionist Art 5戦3勝 賞金 35，338，000円
※ヴォイスオブジョイ号・シトラスノキセキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3中京5）第8日 10月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149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

264，260，000円
5，620，000円
29，700，000円
1，450，000円
30，100，000円
65，723，500円
4，369，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
733，304，900円
1，127，312，100円
227，840，700円
1，341，410，600円
578，317，000円
1，138，576，500円
2，280，736，300円
2，714，667，000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 10，142，165，100円

総入場人員 2，893名 （有料入場人員 2，616名）
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