
2609710月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第1競走 1，200�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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

79 スーパーラッキー 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真重野 心平氏 新谷 功一 むかわ 市川牧場 458＋101：12．7 2．9�

22 アスターモノゴン 牡2黒鹿55 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 452－ 81：13．12� 3．6�
68 フ ル ム 牡2黒鹿55 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 470＋ 2 〃 アタマ 10．3�
812 ル ア ル 牡2鹿 55 藤岡 康太�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 510－121：13．52� 6．5�
55 ベ ル ド ラ ゴ 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 470－ 61：13．81� 8．0	
56 ミキノプリンス 牡2鹿 55 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 480－101：14．01� 54．1

44 スズカマジェスタ 牡2栗 55

54 ☆富田 暁永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 422－ 61：14．1� 36．8�
67 クラーベドラド 牡2青鹿 55

52 ▲角田 大和 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：14．3� 10．9�
710 ウォーターアイアイ 牝2鹿 54 国分 優作山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 430± 01：14．41 202．3
33 ゲンパチラブハート 牝2栗 54 斎藤 新平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 496＋ 21：14．82 62．4�
811 テイエムタマガイ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 438＋ 4 〃 アタマ 170．6�
11 タマモテラコッタ 牡2芦 55 城戸 義政タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484＋121：15．33 26．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，408，700円 複勝： 63，730，900円 枠連： 9，056，400円
馬連： 63，973，300円 馬単： 31，814，500円 ワイド： 59，242，600円
3連複： 101，504，400円 3連単： 116，674，200円 計： 483，405，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 374087 的中 � 106802（1番人気）
複勝票数 計 637309 的中 � 148355（1番人気）� 131109（2番人気）� 74456（5番人気）
枠連票数 計 90564 的中 （2－7） 12181（2番人気）
馬連票数 計 639733 的中 �� 83327（1番人気）
馬単票数 計 318145 的中 �� 23654（1番人気）
ワイド票数 計 592426 的中 �� 58715（1番人気）�� 47390（2番人気）�� 34410（5番人気）
3連複票数 計1015044 的中 ��� 68353（1番人気）
3連単票数 計1166742 的中 ��� 23458（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．2―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．8―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 6，9（1，11）（3，12）2（4，7）（5，8）－10 4 6，9－（1，11，12）（2，3）（5，4）8，7，10
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

スーパーラッキー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．19 阪神8着

2019．1．21生 牡2鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 3戦1勝 賞金 7，100，000円

2609810月3日 晴 良 （3中京5） 第9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
1：51．2
1：50．9

重
不良

815 マリオロード 牡2鹿 55 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 468＋ 21：55．3 2．3�
59 ミストルティン 牡2鹿 55 藤岡 康太野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 454－ 61：55．61� 17．0�
34 ロードジャスティス 牡2栗 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B460－ 41：55．91� 5．6�
46 コルティーナ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 クビ 7．1�
610 イズジョーアーサー 牡2鹿 55 藤井勘一郎泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 484－ 21：56．85 28．0	
814 ダンツエスプリ 牡2栗 55

54 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 460－121：57．12 28．9

611 グローツラング 牡2芦 55

52 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 490＋ 21：57．63 154．7�

23 クリノセキトバ 牡2鹿 55
52 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森

本スティーブル 446＋ 61：57．81� 51．9�
22 サンパティーク 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468± 01：58．33 122．9
713 アスターデカゴン 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 498＋ 61：58．51� 34．7�
58 � キミコソシャチョウ 牡2芦 55

52 ▲松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-
ners8，LLC 494－ 21：58．92� 7．0�

11 テイエムキバイモン 牡2鹿 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 468＋141：59．53� 11．4�
712 スリージャスティス 牡2鹿 55 柴山 雄一福田 光博氏 青木 孝文 日高 鹿戸 和幸 464± 01：59．71� 175．3�
47 ム ジ ョ ウ 牡2黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 野表 俊一 504－101：59．8� 247．5�
35 トーホウシーザス 牡2栗 55 酒井 学東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 504± 02：00．11� 90．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，503，700円 複勝： 53，173，500円 枠連： 10，758，900円
馬連： 62，853，000円 馬単： 30，107，100円 ワイド： 58，583，400円
3連複： 102，131，900円 3連単： 107，389，200円 計： 467，500，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 290円 � 150円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 490円 �� 250円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 425037 的中 � 152216（1番人気）
複勝票数 計 531735 的中 � 153238（1番人気）� 32370（6番人気）� 88592（2番人気）
枠連票数 計 107589 的中 （5－8） 16051（2番人気）
馬連票数 計 628530 的中 �� 33054（4番人気）
馬単票数 計 301071 的中 �� 9637（7番人気）
ワイド票数 計 585834 的中 �� 29477（5番人気）�� 68439（1番人気）�� 14176（10番人気）
3連複票数 計1021319 的中 ��� 41607（4番人気）
3連単票数 計1073892 的中 ��� 8333（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．1―13．2―12．9―12．7―12．8―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．4―50．6―1：03．5―1：16．2―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マリオロード �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 オペラハウス デビュー 2021．8．1 新潟7着

2019．4．21生 牡2鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 4戦1勝 賞金 7，100，000円

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５回 中京競馬 第９日



2609910月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第3競走 ��1，400�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
1：20．9
1：20．1

良
良

59 カジュフェイス 牡2鹿 55 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 81：21．2 4．2�
23 ジューンヨシツネ 牡2栗 55 幸 英明吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 41：21．94 8．2�
12 マイネルレノン 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 クビ 30．7�
36 シャランガーナ 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 476＋ 41：22．11 47．0�
11 ロードアライアンス 牡2青鹿55 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 424－12 〃 クビ 138．4�
817 リ ゴ レ ッ ト 牝2鹿 54 松山 弘平 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：22．41� 2．9

612 ビップシュプリーム 牝2鹿 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480－ 21：22．5クビ 5．5�
24 ダイヤモンドフジ 牡2鹿 55 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 460＋ 21：22．6� 13．0�
510 エムリエール 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 442＋ 21：22．7� 227．4
816 ア ル シ ェ 牝2青鹿 54

51 ▲松本 大輝清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 450－101：22．91� 186．6�
713 ベヴィアーモ 牡2黒鹿55 石橋 脩 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－101：23．0クビ 25．1�
714 アップトゥザナイン 牡2栗 55

51 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 450－ 4 〃 クビ 162．4�
48 カライカマウリオラ 牡2黒鹿55 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470± 0 〃 ハナ 96．6�
818 ロッホローモンド 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 438＋ 61：23．1� 15．8�

35 コパノサンタフェ 牝2青鹿 54
51 ▲角田 大和小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 81：23．3� 67．0�

47 スマートアクシオン 牡2鹿 55 �島 良太大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 510＋ 2 〃 アタマ 349．4�
611 ザ ン ゲ ツ 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 486－ 21：23．72� 38．2�
（17頭）

715 シャイニーダイヤ 牝2鹿 54 藤井勘一郎�ライフハウス 石坂 公一 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，224，800円 複勝： 68，826，700円 枠連： 16，476，900円
馬連： 73，361，000円 馬単： 32，321，600円 ワイド： 70，923，600円
3連複： 122，804，800円 3連単： 114，334，900円 計： 551，274，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 230円 � 540円 枠 連（2－5） 1，180円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，640円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 30，370円

票 数

単勝票数 計 522248 的中 � 103882（2番人気）
複勝票数 計 688267 的中 � 106389（2番人気）� 81078（4番人気）� 27286（8番人気）
枠連票数 計 164769 的中 （2－5） 10809（6番人気）
馬連票数 計 733610 的中 �� 32855（6番人気）
馬単票数 計 323216 的中 �� 7514（11番人気）
ワイド票数 計 709236 的中 �� 25836（8番人気）�� 10935（16番人気）�� 8681（23番人気）
3連複票数 計1228048 的中 ��� 11323（26番人気）
3連単票数 計1143349 的中 ��� 2729（96番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―10．9―11．5―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．1―45．6―57．2―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 9（4，14）2，6（7，17）（5，8，12）（3，13）10（1，11，18）－16 4 9（4，14）2（7，6）17，8（5，12）3（10，13）（1，11，18）16

勝馬の
紹 介

カジュフェイス �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2021．8．14 小倉2着

2019．2．18生 牡2鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore 3戦1勝 賞金 8，410，000円
〔出走取消〕 シャイニーダイヤ号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ダイヤモンドフジ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ダイヤモンドフジ号は，発走調教再審査。

2610010月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第4競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時20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
1：51．2
1：50．9

重
不良

33 クラウンプライド 牡2黒鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 494 ―1：55．3 9．3�
22 ソルトグリーン 牡2鹿 55 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 514 ―1：56．36 24．1�
810 タガノヒモロギ 牝2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512 ―1：56．51� 2．8�
66 メイショウクモジ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 480 ―1：57．24 80．2�
11 ストライクリッチ 牡2栗 55 中井 裕二�NICKS 中内田充正 浦河 三嶋牧場 488 ―1：57．62� 3．5�
44 ファンタジックラン 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁 	社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 434 ―1：57．81 66．5

89 エ ボ ニ ー 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和前田 幸治氏 寺島 良 新ひだか 土居牧場 434 ―1：57．9� 12．8�
77 � アルムマッツ 牡2芦 55

54 ☆泉谷 楓真加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 486 ―1：59．28 5．7�

78 サダムパッション 牡2黒鹿55 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 506 ―1：59．51� 36．7
55 ロマンドブリエ 牡2栗 55 石橋 脩 	シルクレーシング 池江 泰寿 洞	湖 レイクヴィラファーム 464 ―1：59．71� 9．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，507，800円 複勝： 42，584，500円 枠連： 7，977，200円
馬連： 47，202，100円 馬単： 26，731，800円 ワイド： 38，501，600円
3連複： 66，924，400円 3連単： 98，101，900円 計： 369，531，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 460円 � 140円 枠 連（2－3） 9，670円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 500円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 74，160円

票 数

単勝票数 計 415078 的中 � 37398（5番人気）
複勝票数 計 425845 的中 � 45217（4番人気）� 17591（7番人気）� 105844（1番人気）
枠連票数 計 79772 的中 （2－3） 639（24番人気）
馬連票数 計 472021 的中 �� 4365（25番人気）
馬単票数 計 267318 的中 �� 1231（47番人気）
ワイド票数 計 385016 的中 �� 5548（20番人気）�� 21067（4番人気）�� 8829（15番人気）
3連複票数 計 669244 的中 ��� 5965（33番人気）
3連単票数 計 981019 的中 ��� 959（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．6―51．1―1：03．6―1：16．4―1：29．6―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウンプライド �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．5．4生 牡2黒鹿 母 エミーズプライド 母母 エミーズスマイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2610110月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第5競走 ��1，600�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
1：33．1
1：32．3

良
良

22 タナザウィング 牝2栗 54 斎藤 新田中 俊彰氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 456 ―1：35．2 5．6�
610 セントカメリア 牝2鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432 ―1：35．3� 11．6�
611 ビーアストニッシド 牡2黒鹿55 中井 裕二村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 464 ―1：35．4� 34．4�
11 メイショウオオルリ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 460 ―1：35．5クビ 34．2�
59 ビ ジ ン 牝2黒鹿 54

53 ☆富田 暁菅藤 宗一氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 462 ― 〃 クビ 8．3�
58 シゲルローズマリー 牡2青鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 474 ― 〃 ハナ 6．4	
814 ダイバリオン 牡2鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 444 ―1：35．7� 9．9

46 マイレッドスター 牡2青鹿55 幸 英明大島 昌也氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 494 ―1：35．8� 3．1�
35 ウインフェリーチェ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 394 ―1：36．12 55．8
712 サンマルヴァレー 牝2鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 466 ―1：36．42 162．7�
713 マ ー ラ ー 牡2栗 55 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 日高 春木ファーム 416 ―1：36．93 125．9�
47 エ レ ダ ー ル 牡2黒鹿55 松山 弘平 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466 ―1：37．75 15．6�
815 ポ メ ラ ー ト 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 486 ― 〃 クビ 18．9�
23 マ ー テ ン 牡2青鹿55 荻野 琢真鈴木 義孝氏 大久保龍志 新ひだか 前田ファーム 488 ―1：38．33� 63．5�
34 ルナリュミエール 牝2黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新冠 イワミ牧場 456 ― 〃 クビ 73．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，820，800円 複勝： 46，567，500円 枠連： 14，282，000円
馬連： 55，654，400円 馬単： 26，886，800円 ワイド： 49，859，400円
3連複： 89，666，100円 3連単： 92，169，200円 計： 416，906，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 350円 � 750円 枠 連（2－6） 2，160円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 3，060円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 27，510円 3 連 単 ��� 105，560円

票 数

単勝票数 計 418208 的中 � 62440（2番人気）
複勝票数 計 465675 的中 � 72147（2番人気）� 33233（6番人気）� 13681（9番人気）
枠連票数 計 142820 的中 （2－6） 5109（10番人気）
馬連票数 計 556544 的中 �� 14851（10番人気）
馬単票数 計 268868 的中 �� 3486（21番人気）
ワイド票数 計 498594 的中 �� 12053（11番人気）�� 4144（34番人気）�� 3399（39番人気）
3連複票数 計 896661 的中 ��� 2444（90番人気）
3連単票数 計 921692 的中 ��� 633（361番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．0―11．9―11．7―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．3―48．2―59．9―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タナザウィング �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2019．4．6生 牝2栗 母 キョウエイタキオン 母母 イエローウイング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※タナザウィング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2610210月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第6競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

44 � サハラヴァンクール 牡3鹿 55 松山 弘平首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 472＋ 21：59．1 3．3�
812 ハイオソラール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 520＋ 81：59．63 105．5�
33 � ワンダーアマルフィ 牡4鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 494－ 22：00．02� 30．7�
79 クリノクラール 牡3鹿 55 菱田 裕二栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 490－ 2 〃 ハナ 6．7�
811 メガゴールド 牡3芦 55

52 ▲角田 大和合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B518＋ 62：00．21 13．1�

67 アルマトップエンド 牡6栗 57 酒井 学コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 500± 02：00．62� 63．4	
56 カ サ デ ガ 牡3芦 55

52 ▲小沢 大仁杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 450＋ 22：00．7� 6．9

11 ダンツトレノ 牡3青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 470＋ 2 〃 ハナ 12．1�
68 アストゥーリアス 牡4栗 57 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 468－ 22：01．12� 48．8�
55 ハーツオブシャカ 牡3鹿 55

54 ☆亀田 温心 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 476± 02：01．2� 4．2

22 マリオンエール 牝3鹿 53 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 462＋ 22：01．3クビ 5．6�
710 テイケイラウレア 牝3鹿 53 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B436－ 22：03．4大差 111．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，427，200円 複勝： 63，007，900円 枠連： 12，785，200円
馬連： 72，362，600円 馬単： 33，317，500円 ワイド： 64，220，600円
3連複： 108，339，100円 3連単： 127，940，700円 計： 527，400，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 2，410円 � 540円 枠 連（4－8） 1，930円

馬 連 �� 18，600円 馬 単 �� 25，110円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 1，480円 �� 20，130円

3 連 複 ��� 110，250円 3 連 単 ��� 445，940円

票 数

単勝票数 計 454272 的中 � 109133（1番人気）
複勝票数 計 630079 的中 � 140874（1番人気）� 5226（11番人気）� 26065（8番人気）
枠連票数 計 127852 的中 （4－8） 5113（8番人気）
馬連票数 計 723626 的中 �� 3014（35番人気）
馬単票数 計 333175 的中 �� 995（60番人気）
ワイド票数 計 642206 的中 �� 3288（38番人気）�� 11514（19番人気）�� 807（59番人気）
3連複票数 計1083391 的中 ��� 737（138番人気）
3連単票数 計1279407 的中 ��� 208（678番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．6―13．4―12．8―12．3―12．4―12．3―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―30．0―43．4―56．2―1：08．5―1：20．9―1：33．2―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サハラヴァンクール �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ネオユニヴァース

2018．3．16生 牡3鹿 母 ビクトリーレディー 母母 ベ ル ガ ー ル 9戦1勝 賞金 16，400，000円
地方デビュー 2020．6．10 門別



2610310月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第7競走 ��2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・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
2：09．9
2：09．7

良
良

23 テーオーロイヤル 牡3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458＋122：12．5 4．2�
36 サツキハピネス 牝3黒鹿 52

49 ▲角田 大和小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 460＋122：12．7� 9．4�
611 リンフレスカンテ 牡3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 432－ 62：12．81 4．8�
35 テーオーソロス 牡3青鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 466＋ 62：12．9クビ 31．9�
510 ロワンディシー 牡3鹿 54 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 456＋ 4 〃 アタマ 19．7�
12 リ ヴ ェ ッ ト 牡3鹿 54 幸 英明 	社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 480＋ 42：13．11 22．5

59 ソウルラッシュ 牡3黒鹿54 藤井勘一郎石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B500－ 42：13．2� 5．8�
713 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 54

53 ☆富田 暁 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B450＋ 22：13．3� 31．5�
48 エルディアブロ 牡3黒鹿54 酒井 学 	社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B446－ 4 〃 クビ 66．6
714 ボ ン ベ ー ル 牡5鹿 57 川島 信二木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 482－ 22：14．57 213．3�
815 ロードプレジール 牡3黒鹿54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 480± 02：15．03 8．1�
816 ウィンドリッパー 牡3鹿 54 石橋 脩 	シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：15．1アタマ 13．2�
612 ショウサンイチマツ 牡3栗 54

51 ▲松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 450－ 62：15．63� 71．6�
47 ニホンピロマリブ 牡3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450＋ 22：15．91� 22．6�
11 アウスヴァール �3黒鹿54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 470－ 22：16．21� 17．7�
24 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：16．84 25．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，031，100円 複勝： 79，453，100円 枠連： 19，205，900円
馬連： 85，529，400円 馬単： 32，611，500円 ワイド： 83，799，400円
3連複： 146，217，300円 3連単： 138，991，700円 計： 637，839，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 230円 � 160円 枠 連（2－3） 1，710円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 830円 �� 520円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 25，240円

票 数

単勝票数 計 520311 的中 � 98985（1番人気）
複勝票数 計 794531 的中 � 111708（2番人気）� 80385（3番人気）� 141582（1番人気）
枠連票数 計 192059 的中 （2－3） 8704（7番人気）
馬連票数 計 855294 的中 �� 27759（7番人気）
馬単票数 計 326115 的中 �� 5775（11番人気）
ワイド票数 計 837994 的中 �� 25431（5番人気）�� 42896（1番人気）�� 25149（6番人気）
3連複票数 計1462173 的中 ��� 22979（4番人気）
3連単票数 計1389917 的中 ��� 3992（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―12．4―12．2―12．2―12．3―12．0―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．1―47．5―59．7―1：11．9―1：24．2―1：36．2―1：48．3―2：00．2

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーロイヤル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．19 阪神3着

2018．3．6生 牡3鹿 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 6戦2勝 賞金 23，370，000円
〔制裁〕 ニホンピロマリブ号の騎手小牧太は，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：12番・14番・16番）

2610410月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

36 レディステディゴー 牡3鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 512＋121：24．3 19．4�
59 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 石橋 脩 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：24．51� 7．1�
816 テイエムファルコン 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 510－ 61：24．6� 3．3�
48 ダイメイイースター 牝3黒鹿53 藤懸 貴志宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 454＋ 41：25．02� 24．9�
24 タガノネクステージ 牡3栗 55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 490± 01：25．1� 16．1	
12 グレアミラージュ 牡4鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 468＋141：25．31 105．2

714 キタノエクスプレス 牡3鹿 55 松山 弘平北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 502－16 〃 ハナ 2．9�
23 トレジャーシップ 牡4鹿 57 松田 大作山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 41：25．4クビ 73．1�
713 トーホウスザク 牡3栗 55

52 ▲西谷 凜東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 498＋161：25．61� 4．7
611 サンライズプラウ 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 B468＋ 81：25．7クビ 160．5�
47 コ ン セ プ ト 牡3青鹿 55

52 ▲角田 大和石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B462－ 2 〃 クビ 29．6�
11 メイショウバンカラ 牡7鹿 57 中井 裕二松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 534＋ 81：25．91 186．7�
612 ビ ュ ヴ ォ ン 牡3芦 55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新冠 新冠橋本牧場 B486－121：26．0� 89．1�
35 � アイファーブラック 牡4青鹿57 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 446＋ 11：26．21 378．1�
510 メイショウラッシュ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 470－ 61：26．83� 52．5�
（15頭）

815 エ リ オ ッ ト 牡3栗 55
54 ☆富田 暁 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，839，500円 複勝： 64，967，500円 枠連： 17，124，900円
馬連： 89，082，100円 馬単： 37，540，900円 ワイド： 75，424，900円
3連複： 139，684，700円 3連単： 156，525，900円 計： 633，190，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 420円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 4，660円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 890円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 31，650円

票 数

単勝票数 差引計 528395（返還計 226） 的中 � 21678（6番人気）
複勝票数 差引計 649675（返還計 283） 的中 � 29251（7番人気）� 112318（3番人気）� 134047（1番人気）
枠連票数 差引計 171249（返還計 32） 的中 （3－5） 2847（15番人気）
馬連票数 差引計 890821（返還計 1267） 的中 �� 15401（17番人気）
馬単票数 差引計 375409（返還計 283） 的中 �� 2752（35番人気）
ワイド票数 差引計 754249（返還計 606） 的中 �� 16228（12番人気）�� 20774（8番人気）�� 57051（1番人気）
3連複票数 差引計1396847（返還計 2058） 的中 ��� 30373（5番人気）
3連単票数 差引計1565259（返還計 2970） 的中 ��� 3585（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．3―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（8，12，13）14（4，10，9）（6，7，16）（2，11）（3，1）5 4 ・（8，12，13）（4，10，9，14）（6，16）7（2，11）3，1，5

勝馬の
紹 介

レディステディゴー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2020．6．20 阪神1着

2018．4．10生 牡3鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 11戦2勝 賞金 19，970，000円
〔出走取消〕 エリオット号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 メイショウラッシュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウラッシュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年11月3日まで出走できない。



2610510月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第9競走 ��2，000�
は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走14時15分 （芝・左）

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

77 ジャックドール 牡3栗 55 藤岡 康太前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 506－ 22：01．5 1．8�
44 ノースザワールド 牡3青鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472± 02：02．03 3．3�
22 ブルームスベリー 牝4鹿 55 小崎 綾也 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B450－102：02．1� 70．7�
66 バーデンヴァイラー 牡3黒鹿55 幸 英明 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 4．2�
33 ダディーズトリップ 牡5青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B448± 02：02．62� 15．0	
55 シーリアスラブ 牡5鹿 57 加藤 祥太吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 462＋ 22：02．71 26．8

88 ヒルノダカール 牡5青鹿57 亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 42：03．01� 21．1�
11 シャドウセッション �5鹿 57 斎藤 新飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 42：03．21� 52．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，054，600円 複勝： 72，154，300円 枠連： 発売なし
馬連： 82，753，600円 馬単： 52，474，700円 ワイド： 55，527，600円
3連複： 116，513，000円 3連単： 277，329，500円 計： 713，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 680円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，360円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 570546 的中 � 243121（1番人気）
複勝票数 計 721543 的中 � 339346（1番人気）� 123888（2番人気）� 10974（8番人気）
馬連票数 計 827536 的中 �� 227631（1番人気）
馬単票数 計 524747 的中 �� 94534（1番人気）
ワイド票数 計 555276 的中 �� 114480（1番人気）�� 8518（16番人気）�� 7586（17番人気）
3連複票数 計1165130 的中 ��� 23815（13番人気）
3連単票数 計2773295 的中 ��� 24609（25番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―13．1―13．2―12．5―12．3―11．7―11．1―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．5―38．6―51．8―1：04．3―1：16．6―1：28．3―1：39．4―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F44．9―3F33．2
1
3
7，6，2（3，8）5－1，4
7，6（2，8）（4，3，5）1

2
4
7，6（2，8）3，5－1，4
7，6（2，8）（4，3，5）1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャックドール 
�
父 モ ー リ ス 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．8生 牡3栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 6戦3勝 賞金 34，717，000円

2610610月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第10競走 ��
��1，900�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走14時50分 （ダート・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
1：54．7
1：53．7

重
不良

714 ゲンパチルシファー 牡5鹿 57 川島 信二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 524－ 41：58．8 4．3�
24 ペ ガ サ ス 牡5青鹿57 幸 英明中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B452－ 61：58．9アタマ 20．3�
48 ダンツエリーゼ 牝4青鹿55 泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 528＋ 21：59．0� 5．0�
611 ソルトイブキ 牡5黒鹿57 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 490＋ 21：59．42� 15．6�
612 スズカロング 牡7鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500＋ 61：59．61	 35．7�
35 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 57 松田 大作芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 482＋ 21：59．71 61．0�
11 
 コパノリッチマン 牡4栃栗57 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 512± 01：59．8クビ 23．9	
713 メイショウササユリ 牝7黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 508＋ 21：59．9� 16．4

12 エコロドリーム 牡5栗 57 亀田 温心原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 B480－ 42：00．0� 76．4�
36 ウインダークローズ 牡4青鹿57 中井 裕二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 484－ 42：01．48 9．5
510 チェルアルコ 牝4栗 55 菱田 裕二吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 534＋262：01．71� 94．9�
59 キタノインディ 牡3鹿 55 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 466＋ 42：01．8� 18．4�
23 ド ゥ ー カ 牡8栗 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三枝牧場 B506－ 22：01．9� 62．9�
47 ポートロイヤル �5黒鹿57 斎藤 新 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－ 22：02．85 121．0�
815 コラルノクターン 牡4鹿 57 松山 弘平グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 514－ 22：03．01� 3．9�
816 デッドアヘッド �5鹿 57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460＋ 42：03．74 9．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，005，500円 複勝： 84，923，600円 枠連： 30，673，700円
馬連： 147，752，700円 馬単： 55，731，300円 ワイド： 116，032，000円
3連複： 251，591，900円 3連単： 269，079，000円 計： 1，013，789，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 400円 � 170円 枠 連（2－7） 2，540円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 480円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 32，850円

票 数

単勝票数 計 580055 的中 � 106396（2番人気）
複勝票数 計 849236 的中 � 155344（1番人気）� 41660（8番人気）� 137646（2番人気）
枠連票数 計 306737 的中 （2－7） 9332（13番人気）
馬連票数 計1477527 的中 �� 33836（13番人気）
馬単票数 計 557313 的中 �� 7851（17番人気）
ワイド票数 計1160320 的中 �� 24155（13番人気）�� 67182（2番人気）�� 16312（20番人気）
3連複票数 計2515919 的中 ��� 29492（19番人気）
3連単票数 計2690790 的中 ��� 5937（87番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．3―29．7―42．7―55．3―1：08．0―1：20．3―1：32．8―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチルシファー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉7着

2016．3．30生 牡5鹿 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 23戦4勝 賞金 102，806，000円
〔制裁〕 ウインダークローズ号の騎手中井裕二は，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：1番）

ウインダークローズ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アメリカンフェイス号・アンセッドヴァウ号・ヴァーダイト号・サンライズセナ号・ダッチマン号・

ダノングロワール号・パキュートハート号・フラテッリ号・ラヴォアドゥース号・ロワマージュ号

２レース目



2610710月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

59 プリンスリターン 牡4黒鹿57 松山 弘平 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 462＋ 21：32．6 6．0�
612 ルークズネスト 牡3鹿 55 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 4．5�
47 レッドガラン 牡6鹿 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 512－ 21：32．91	 11．0�
35 ガ ゼ ボ 牡6青 56 川又 賢治吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 538－ 6 〃 クビ 47．5�
48 マイラプソディ 牡4青鹿56 松田 大作�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 ハナ 16．7	
815 ラ セ ッ ト 牡6鹿 57 秋山真一郎桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 490± 0 〃 ハナ 27．0

36 エアロロノア 牡4鹿 56 藤岡 康太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 3．5�
24 ト ラ イ ン 牡6鹿 56 菱田 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 4 〃 ハナ 14．0�
23 ハッピーアワー 牡5鹿 57 中井 裕二髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 21：33．11
 113．2
11 レインボーフラッグ 牡8鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468± 01：33．2アタマ 119．2�
12 ジュンライトボルト 牡4鹿 56 石橋 脩河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：33．3	 5．3�
611 バラックパリンカ �5黒鹿56 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 424－121：33．51
 103．0�
510 ロフティフレーズ 牝6黒鹿54 泉谷 楓真水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 484＋101：33．6クビ 117．6�
714 フォックスクリーク 牡6黒鹿56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 56．2�
713 ダノンチェイサー 牡5鹿 57 小沢 大仁�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 21：34．12� 28．6�
816 レッドヴェイロン 牡6鹿 56 亀田 温心 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B510＋ 81：34．52� 37．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，045，500円 複勝： 122，840，600円 枠連： 53，436，500円
馬連： 301，963，700円 馬単： 113，587，200円 ワイド： 188，605，300円
3連複： 503，144，700円 3連単： 599，872，400円 計： 1，987，495，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 180円 � 310円 枠 連（5－6） 1，920円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，310円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 37，740円

票 数

単勝票数 計1040455 的中 � 138556（4番人気）
複勝票数 計1228406 的中 � 119372（4番人気）� 207292（2番人気）� 90890（5番人気）
枠連票数 計 534365 的中 （5－6） 21513（8番人気）
馬連票数 計3019637 的中 �� 131904（5番人気）
馬単票数 計1135872 的中 �� 21970（12番人気）
ワイド票数 計1886053 的中 �� 74370（5番人気）�� 35943（15番人気）�� 52024（9番人気）
3連複票数 計5031447 的中 ��� 55907（19番人気）
3連単票数 計5998724 的中 ��� 11523（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．9―46．4―57．9―1：09．4―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリンスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．6 函館1着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 プリンセスプライド 母母 エンゼルプリンセス 15戦4勝 賞金 121，126，000円
〔制裁〕 ジュンライトボルト号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害

馬：13番・4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。
（非当選馬） 1頭 セラピア号
（非抽選馬） 3頭 カリオストロ号・メイショウケイメイ号・ワンダープチュック号

2610810月3日 晴 良 （3中京5） 第9日 第12競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 フルヴォート 牡3鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496± 01：23．8 2．4�
611 スナークダヴィンチ 牡4鹿 57 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 490＋ 21：24．22� 11．6�
59 タケルラスティ 牡4栗 57 菱田 裕二森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 6 〃 ハナ 22．3�
47 � シャークスポット 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 446＋ 61：24．3クビ 11．9�
12 � タイミングナウ 	5鹿 57 藤岡 康太�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 478＋ 6 〃 クビ 23．4	
36 エターナリー 牡4栗 57

56 ☆亀田 温心吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 454＋ 41：24．4
 11．2

713 メイショウベッピン 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488± 01：24．5ハナ 21．4�
11 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 61：24．71� 19．8�

35 ヴァルキュリア 牝4鹿 55
52 ▲松本 大輝 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 5．9

815 テーオーポシブル 	5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B462－ 61：24．8クビ 25．5�
24 ティートラップ 牡4鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 460± 01：24．9
 19．3�
816� サウスジェラート 牝3鹿 53 斎藤 新�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 21：25．11� 95．6�
23 ホッコーカリュウ 牝3鹿 53 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476± 01：25．31� 17．8�
612 フォークテイル 牝5鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：25．4� 18．7�
510 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿 57

56 ☆富田 暁加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 496－ 21：25．5
 94．1�
48 コンクエストシチー 	9栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋201：26．03 206．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，339，400円 複勝： 131，628，000円 枠連： 47，505，200円
馬連： 206，320，500円 馬単： 82，146，900円 ワイド： 178，803，800円
3連複： 369，141，200円 3連単： 390，271，700円 計： 1，499，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 310円 � 550円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，400円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 37，150円

票 数

単勝票数 計 933394 的中 � 308387（1番人気）
複勝票数 計1316280 的中 � 367543（1番人気）� 91675（4番人気）� 45371（13番人気）
枠連票数 計 475052 的中 （6－7） 43021（2番人気）
馬連票数 計2063205 的中 �� 103224（2番人気）
馬単票数 計 821469 的中 �� 26605（4番人気）
ワイド票数 計1788038 的中 �� 71274（2番人気）�� 32566（13番人気）�� 12657（54番人気）
3連複票数 計3691412 的中 ��� 26182（34番人気）
3連単票数 計3902717 的中 ��� 7615（86番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．3―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．6―46．9―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．9
3 ・（2，4）6（14，9）（7，11，12，16）（5，10，15）3（1，13）8 4 ・（2，4）6（14，9）（7，11，12，16）（10，15）（3，1，5）13，8

勝馬の
紹 介

フルヴォート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．3 中京3着

2018．2．22生 牡3鹿 母 リーチコンセンサス 母母 インディスユニゾン 7戦3勝 賞金 33，284，000円
〔制裁〕 サウスジェラート号の騎手斎藤新は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10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 サクセスリボーン号

４レース目



（3中京5）第9日 10月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

230，740，000円
5，490，000円
32，220，000円
1，350，000円
26，760，000円
73，159，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
678，208，600円
893，858，100円
239，282，800円
1，288，808，400円
555，271，800円
1，039，524，200円
2，117，663，500円
2，488，680，300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 9，301，297，700円

総入場人員 2，831名 （有料入場人員 2，601名）



令和3年度 第5回中京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，355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

2，255，740，000円
48，450，000円
266，090，000円
15，320，000円
259，180，000円
590，825，500円
39，988，000円
13，008，000円

勝馬投票券売得金
6，998，020，100円
9，528，072，800円
2，207，662，800円
12，828，803，800円
5，723，723，400円
10，416，151，100円
21，201，479，100円
28，342，062，000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 97，245，975，100円

総入場延人員 24，505名 （有料入場延人員 22，122名）
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