
23073 9月3日 曇 稍重 （4小倉4） 第7日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．9
1：44．5

良
良

67 ヴェルテンベルク 牡2鹿 54 西村 淳也吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480－ 21：48．3 2．1�
44 モズマーカッシン 牡2黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 430－ 61：48．51� 6．9�
811 ノ エ マ 牡2鹿 54 松山 弘平小紫 嘉之氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 486－10 〃 アタマ 7．5�
33 ベッピンサン 牝2鹿 54 和田 竜二 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 496＋ 81：48．92� 31．9�
79 クリノマイスター 牡2黒鹿54 団野 大成栗本 博晴氏 中尾 秀正 新ひだか 城地牧場 468＋ 21：49．11� 353．9�
11 アマートカヴァロ 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大河猪又 晶介氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 468± 0 〃 ハナ 75．7	
78 スナークドリアン 牡2鹿 54 松若 風馬杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 512－ 6 〃 ハナ 131．9

66 コウエイダイヤ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈伊東 政清氏 新谷 功一 浦河 大島牧場 496－ 21：49．84 2．8�
22 コスモシーウルフ 牡2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：51．07 34．2
810 プリティジェニー 牝2鹿 54

52 △松本 大輝大和屋 暁氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 414＋ 21：52．48 111．6�
55 ハクアイゼウス 牡2黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 大柳ファーム B452－ 81：53．46 365．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，398，900円 複勝： 60，386，100円 枠連： 9，590，300円
馬連： 41，988，600円 馬単： 24，885，000円 ワイド： 39，119，300円
3連複： 73，256，000円 3連単： 112，746，800円 計： 398，371，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 190円 � 200円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 510円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 363989 的中 � 144844（1番人気）
複勝票数 計 603861 的中 � 293327（1番人気）� 49261（3番人気）� 47318（4番人気）
枠連票数 計 95903 的中 （4－6） 16431（3番人気）
馬連票数 計 419886 的中 �� 56773（2番人気）
馬単票数 計 248850 的中 �� 18871（4番人気）
ワイド票数 計 391193 的中 �� 43820（2番人気）�� 38211（3番人気）�� 17195（6番人気）
3連複票数 計 732560 的中 ��� 69892（3番人気）
3連単票数 計1127468 的中 ��� 24936（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．8―48．8―1：00．5―1：12．1―1：24．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．2
1
3
6，8（2，10）（4，7，11）3，9，1，5
6，8（2，10，11）4（3，7）（9，1）＝5

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

勝馬の
紹 介

ヴェルテンベルク �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．8．14 小倉2着

2020．5．2生 牡2鹿 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリティジェニー号・ハクアイゼウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

10月3日まで平地競走に出走できない。

23074 9月3日 小雨 稍重 （4小倉4） 第7日 第2競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．3
1：44．3

稍重
稍重

35 ゴッドブルービー 牡2黒鹿 54
51 ▲角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 芳住 鉄兵 452± 01：45．8 4．8�

611 メイクザビート 牡2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 490－ 61：46．75 3．8�
48 デルマソトガケ 牡2栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490± 01：47．02 3．9�
24 フェルヴェンテ 牡2鹿 54

52 △山田 敬士ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 464＋121：47．53 39．2�
11 シゲルスナイパー 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか タガミファーム 506－201：47．92� 26．5�
612 スペキオサレジーナ 牝2青鹿54 坂井 瑠星 MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：48．0� 14．0	
12 ク ロ ニ オ ス 牡2栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 516－ 41：48．32 14．9

714 テイエムポピー 牝2黒鹿 54

52 △松本 大輝竹園 正繼氏 五十嵐忠男 平取 二風谷ファーム 418－101：48．72� 333．2�
713 イ ロ ゴ ノ ミ 牡2鹿 54 団野 大成内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 450＋ 2 〃 アタマ 361．9�
816 ゴ ラ イ コ ウ 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈岡 浩二氏 新谷 功一 新ひだか 坂本 智広 494－ 61：49．01� 4．5
23 ディープマインド 牡2栗 54

53 ☆亀田 温心深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 522－ 81：49．21� 69．2�
59 メイショウカジキ 牡2栗 54

51 ▲川端 海翼松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 454＋ 6 〃 クビ 336．9�
47 レヴィアタン 牡2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋ 21：49．41� 89．0�
510 ヨドノストロング 牡2鹿 54 国分 優作海原 聖一氏 大根田裕之 浦河 林農場 460＋ 41：50．88 114．0�
815� アートペッパー 牡2芦 54

51 ▲服部 寿希風早 信昭氏 森 秀行 米 Lemon’s
Mill LLC 494＋ 21：51．43� 255．4�

36 アナザーエース 牡2栗 54 �島 良太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 490＋141：52．35 172．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，363，900円 複勝： 56，891，500円 枠連： 10，192，600円
馬連： 54，607，000円 馬単： 23，292，800円 ワイド： 52，142，100円
3連複： 84，094，000円 3連単： 83，102，200円 計： 407，686，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 433639 的中 � 75275（4番人気）
複勝票数 計 568915 的中 � 99924（2番人気）� 131686（1番人気）� 92974（3番人気）
枠連票数 計 101926 的中 （3－6） 11789（3番人気）
馬連票数 計 546070 的中 �� 56991（2番人気）
馬単票数 計 232928 的中 �� 11200（6番人気）
ワイド票数 計 521421 的中 �� 44170（2番人気）�� 35637（4番人気）�� 36391（3番人気）
3連複票数 計 840940 的中 ��� 58722（1番人気）
3連単票数 計 831022 的中 ��� 10854（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．6―55．2―1：07．3―1：19．8―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴッドブルービー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．8．14 小倉4着

2020．5．20生 牡2黒鹿 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 メイショウカジキ号の騎手川端海翼は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地競

走に出走できない。
アートペッパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月3日まで平地競走
に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ニホンピロビート号

第４回 小倉競馬 第７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



23075 9月3日 雨 稍重 （4小倉4） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

715 マイネルレノン 牡3栗 56 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 462－ 61：07．9 11．4�

612 クリノオスカル 牝3栗 54
51 ▲角田 大河栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 416－ 41：08．0� 14．3�

713 プロティオスミノル 牝3鹿 54 高倉 稜吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 21：08．52� 195．1�
47 ホワールウィンド 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466± 01：08．71� 6．0�

714 マテンロウメーヴェ 牝3鹿 54 団野 大成寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492－ 41：08．8クビ 14．2�
59 ダイヤモンドフジ 牡3鹿 56 富田 暁 �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 446－ 2 〃 ハナ 10．7	
35 ショウナンナージャ 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 446＋ 41：08．9� 115．4

36 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 474－ 4 〃 ハナ 10．0�
817 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 和田 竜二上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 406－ 41：09．01 6．5�
611 スオウオオシマ 牝3青鹿54 北村 友一清水 義德氏 中尾 秀正 新ひだか 今 牧場 452－ 2 〃 アタマ 112．1
23 ミ キ ネ ス 牝3青鹿54 松若 風馬�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 452－ 8 〃 ハナ 13．2�
48 ユーロックデュード 牝3芦 54

52 △松本 大輝�坂東牧場 吉村 圭司 様似 スイートフアーム 428＋ 41：09．1� 109．3�
510 エイシングラール 牝3芦 54 西村 淳也�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 木田牧場 456＋ 21：09．41� 65．7�
818 ジョーリベリカ 牡3栗 56 松山 弘平上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 456＋ 2 〃 クビ 5．9�
816 アイビーテーラー 牡3黒鹿56 川須 栄彦中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 424＋ 41：09．5� 36．1�
12 エイシングリュック 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 484＋ 2 〃 ハナ 6．5�
11 アイノカタマリ 牡3鹿 56 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458－101：09．92 37．6�
24 ヒロシゲダンディ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�コスモ・コスモ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 B494＋ 81：11．49 54．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，683，600円 複勝： 51，698，600円 枠連： 14，604，200円
馬連： 54，394，100円 馬単： 19，710，200円 ワイド： 56，040，900円
3連複： 93，995，000円 3連単： 74，990，900円 計： 397，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 600円 � 500円 � 4，950円 枠 連（6－7） 3，590円

馬 連 �� 10，810円 馬 単 �� 19，760円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 15，440円 �� 26，100円

3 連 複 ��� 261，090円 3 連 単 ��� 1，326，050円

票 数

単勝票数 計 316836 的中 � 22128（7番人気）
複勝票数 計 516986 的中 � 23557（10番人気）� 28925（8番人気）� 2529（18番人気）
枠連票数 計 146042 的中 （6－7） 3146（16番人気）
馬連票数 計 543941 的中 �� 3898（41番人気）
馬単票数 計 197102 的中 �� 748（82番人気）
ワイド票数 計 560409 的中 �� 3871（44番人気）�� 933（101番人気）�� 551（126番人気）
3連複票数 計 939950 的中 ��� 270（448番人気）
3連単票数 計 749909 的中 ��� 41（2447番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．0―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．1―44．5―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 4，12（13，15）（3，6，7）16，9（10，14）11（5，17）（2，8，18）－1 4 12（4，13，15）6（3，7，16）（10，9，14）5（11，17）（2，8，18）－1

勝馬の
紹 介

マイネルレノン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2021．6．6 中京3着

2019．2．6生 牡3栗 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 9戦1勝 賞金 11，680，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ダイヤモンドフジ号の騎手富田暁は，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：7番・11
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロシゲダンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地競
走に出走できない。

23076 9月3日 雨 稍重 （4小倉4） 第7日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

815 タ ケ ト ン ボ 牝3黒鹿 54
50 ★今村 聖奈�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 426－ 41：48．4 9．4�

59 ブラッドワイルド 牡3黒鹿56 団野 大成 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 508＋ 21：48．61� 5．7�
816 アールフォルス 牝3鹿 54 坂井 瑠星桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 460＋ 41：48．7� 5．3�
35 バーニングヒート 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 4 〃 クビ 6．9�
12 クリオミニーズ 牡3青鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 482－ 21：48．8� 12．1	
713 テーオーコンドル �3青鹿 56

53 ▲川端 海翼小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 59．8

510 アパショナード 牡3黒鹿56 富田 暁大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 426± 01：48．9クビ 22．9�
23 エスポワールエール 牡3鹿 56 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 3．7�
611 ルクスクリスティー 牝3鹿 54 秋山真一郎ルクス 武 幸四郎 日高 いとう牧場 472＋ 61：49．11� 12．2�
36 サンライズルーチェ 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 508－ 41：49．63 132．3�
48 スズカマース 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 464－ 41：49．81� 133．7�
11 カラパナブラック 牡3黒鹿56 荻野 極金子真人ホール

ディングス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 524 ―1：50．11� 8．9�
24 カムアウトロール 牝3栗 54 和田 竜二服部健太郎氏 辻野 泰之 新冠 三村 卓也 426＋ 4 〃 クビ 319．5�
714 サイレントブラック 牡3黒鹿56 国分 優作 DMMドリームクラブ 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 526＋ 61：50．95 100．5�
612 エアリーリージェン 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河小川眞査雄氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 470－ 41：51．85 134．6�
47 ハクサンゴールド 牡3栗 56 中井 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 456－141：52．33 340．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，511，000円 複勝： 56，240，800円 枠連： 12，867，200円
馬連： 51，025，900円 馬単： 19，893，200円 ワイド： 50，154，700円
3連複： 83，735，900円 3連単： 74，999，500円 計： 385，428，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 200円 � 180円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 880円 �� 790円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 365110 的中 � 31061（6番人気）
複勝票数 計 562408 的中 � 50441（5番人気）� 72692（4番人気）� 87566（2番人気）
枠連票数 計 128672 的中 （5－8） 11357（2番人気）
馬連票数 計 510259 的中 �� 13672（13番人気）
馬単票数 計 198932 的中 �� 2772（23番人気）
ワイド票数 計 501547 的中 �� 14229（10番人気）�� 16049（7番人気）�� 25349（3番人気）
3連複票数 計 837359 的中 ��� 16798（9番人気）
3連単票数 計 749995 的中 ��� 2644（41番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．1―12．1―11．8―11．8―11．8―11．9―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

タ ケ ト ン ボ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．10．24 阪神3着

2019．4．16生 牝3黒鹿 母 エアルシアン 母母 スロージンフィズ 7戦1勝 賞金 8，820，000円
〔3走成績による出走制限〕 スズカマース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウカジヤ号



23077 9月3日 雨 重 （4小倉4） 第7日 第5競走 ��1，200�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
1：07．5
1：07．5

良
良

66 � フロムダスク 牡2黒鹿54 松山 弘平藤田 晋氏 森 秀行 米 Spring-
house Farm 498 ―1：10．1 1．9�

77 ヨウシタンレイ 牝2鹿 54
50 ★今村 聖奈中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 450 ―1：10．2� 6．2�

55 ダンシングニードル 牝2栗 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 480 ―1：10．3� 2．8�
11 カ ン ノ ー リ 牝2鹿 54 富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 448 ―1：10．62 20．5�
33 シンゲンモッチーニ 牝2鹿 54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 加用 正 新ひだか ウエスタンファーム 442 ―1：12．19 11．5�
22 アシャカデュラン 牡2青鹿54 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 安平 ゼットステーブル 478 ―1：12．73� 50．3	
44 チャスラフスカ 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 448 ―1：15．3大差 101．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 44，259，000円 複勝： 22，688，400円 枠連： 発売なし
馬連： 34，322，000円 馬単： 24，767，800円 ワイド： 22，304，900円
3連複： 40，688，600円 3連単： 126，156，300円 計： 315，187，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 120円 �� 210円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 442590 的中 � 194311（1番人気）
複勝票数 計 226884 的中 � 89729（1番人気）� 28747（3番人気）
馬連票数 計 343220 的中 �� 47896（2番人気）
馬単票数 計 247678 的中 �� 22699（3番人気）
ワイド票数 計 223049 的中 �� 28940（2番人気）�� 59558（1番人気）�� 20816（3番人気）
3連複票数 計 406886 的中 ��� 107592（1番人気）
3連単票数 計1261563 的中 ��� 70598（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．4―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フロムダスク �
�
父 Bolt d’Oro �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2020．4．14生 牡2黒鹿 母 Foolish Cause 母母 Foolish Gal 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャスラフスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地競走

に出走できない。

23078 9月3日 雨 重 （4小倉4） 第7日 第6競走 1，000�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

610 サンライズホーク �3青鹿56 国分 優作�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 490－12 58．3 158．4�
814 シックザイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大河ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ B460± 0 58．93� 11．5�

46 ユーコバローズ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星猪熊 広次氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 432＋10 〃 クビ 14．3�
69 キャンドルベリー 牝3鹿 54 富田 暁下河辺隆行氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 428－ 4 59．0� 31．3�
712 テイエムキバイモン 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 480－ 2 59．21� 5．3�
34 レッドアクトゥール 牡3青 56

52 ★今村 聖奈 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B446± 0 59．3クビ 3．9	
11 サンライズタイタン 牡3栗 56 松山 弘平�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B516－ 2 〃 ハナ 8．3

58 ココシルフィード 牝3栗 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 木下牧場 442－ 4 〃 クビ 5．6�
57 フィオリーカズマ �3鹿 56

54 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 ハナ 7．4�
22 ダンツカプリ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 526－14 59．51 98．4
711 デルマシルフ 牝3鹿 54 和田 竜二浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458－ 6 〃 クビ 6．9�
813 リアルファンタジア 牝3鹿 54 団野 大成吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B452± 0 〃 クビ 61．9�
33 クイーンイレブン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ吉野加壽代氏 藤沢 則雄 日高 沖田牧場 460－181：00．45 183．3�
45 デジタイゼーション 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：00．61� 120．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，341，200円 複勝： 60，202，200円 枠連： 13，043，800円
馬連： 59，369，100円 馬単： 24，120，500円 ワイド： 57，785，400円
3連複： 91，904，900円 3連単： 90，071，600円 計： 437，838，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，840円 複 勝 � 2，850円 � 450円 � 570円 枠 連（6－8） 7，810円

馬 連 �� 69，390円 馬 単 �� 186，490円

ワ イ ド �� 25，850円 �� 12，240円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 257，190円 3 連 単 ��� 1，865，760円

票 数

単勝票数 計 413412 的中 � 2087（13番人気）
複勝票数 計 602022 的中 � 5099（13番人気）� 37412（7番人気）� 28860（8番人気）
枠連票数 計 130438 的中 （6－8） 1294（21番人気）
馬連票数 計 593691 的中 �� 663（69番人気）
馬単票数 計 241205 的中 �� 97（147番人気）
ワイド票数 計 577854 的中 �� 572（77番人気）�� 1212（61番人気）�� 5206（31番人気）
3連複票数 計 919049 的中 ��� 268（240番人気）
3連単票数 計 900716 的中 ��� 35（1494番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズホーク �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．6．19 阪神15着

2019．4．7生 �3青鹿 母 ローマンブリッジ 母母 メ イ ン リ ー 2戦1勝 賞金 5，200，000円



23079 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

22 � サ ジ ェ ス 牡4鹿 57 団野 大成清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 434－ 41：47．3 14．2�
58 アスクコンナモンダ 牡3栗 54 西村 淳也廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 444＋ 81：47．61� 1．9�
34 スタティスティクス 牝3黒鹿52 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 434－ 41：48．23� 8．6�
610 パーサヴィアランス 牡3鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B456＋ 21：48．3クビ 5．6�
33 サトノヴィーナス 牝5鹿 55

54 ☆亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 37．8	
57 モズタンジロウ 牡3芦 54 富田 暁 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 480－ 41：48．51 28．2

814 メ ト セ ラ 牡3黒鹿54 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：48．6� 8．6�
813� マックスブロケイド 牝6鹿 55

52 ▲角田 大河田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 426＋ 8 〃 アタマ 172．1�
711 クーファイザナミ 牝5鹿 55

54 ☆小沢 大仁大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418± 01：48．71 61．8
712 ヒルノエドワード 牡5黒鹿57 酒井 学�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 478＋ 21：48．8クビ 49．7�
11 � プリティユニバンス 牝5黒鹿55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 460＋ 61：49．01� 38．0�
45 ルヴァンノワール 牝4鹿 55

51 ★今村 聖奈 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 436－ 2 〃 クビ 11．6�
46 ジャカランダ 牡3黒鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 568－ 21：51．9大差 59．6�
69 リュミエールノワル 牡3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�G1レーシング 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 41：52．53� 83．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，942，500円 複勝： 59，182，100円 枠連： 11，385，100円
馬連： 52，905，900円 馬単： 23，140，400円 ワイド： 54，634，200円
3連複： 84，653，300円 3連単： 89，306，400円 計： 415，149，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 210円 � 110円 � 180円 枠 連（2－5） 1，520円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，240円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 32，110円

票 数

単勝票数 計 399425 的中 � 22358（6番人気）
複勝票数 計 591821 的中 � 52501（5番人気）� 202440（1番人気）� 70131（3番人気）
枠連票数 計 113851 的中 （2－5） 5770（6番人気）
馬連票数 計 529059 的中 �� 25446（5番人気）
馬単票数 計 231404 的中 �� 3194（18番人気）
ワイド票数 計 546342 的中 �� 25864（5番人気）�� 10292（15番人気）�� 45032（2番人気）
3連複票数 計 846533 的中 ��� 20358（8番人気）
3連単票数 計 893064 的中 ��� 2016（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．3―48．2―59．9―1：11．8―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サ ジ ェ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Mount Nelson

2018．4．10生 牡4鹿 母 エメラルドスター 母母 Ares Vallis 11戦1勝 賞金 17，749，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ヒルノエドワード号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャカランダ号・リュミエールノワル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月

3日まで平地競走に出走できない。

23080 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

58 クァンタムレルム 牝4栗 55
52 ▲角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：08．8 5．0�
610 ナリタローゼ 牝4青鹿55 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B476－ 2 〃 ハナ 10．9�
34 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿 53

49 ★今村 聖奈土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 456＋ 4 〃 アタマ 4．8�
815 マ メ コ 牝3鹿 53 富田 暁中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 448＋ 21：08．9� 7．8�
23 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 53 和田 竜二�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432＋101：09．0� 4．7�
59 � テンジュイン 牝5鹿 55 松若 風馬中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 460＋10 〃 クビ 29．1	
47 イッツユアタイム 牝4鹿 55 坂井 瑠星 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 452－ 81：09．21� 16．5

712 プラウドルック 牝4鹿 55

53 △松本 大輝吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B446－ 41：09．3� 14．8�
814 ア キ バ 牝3青鹿53 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 428＋ 41：09．51� 8．5�
46 タムロキュラムン 牝3鹿 53

49 ★永島まなみ谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 B440－ 21：09．6� 26．2
11 ニューノーマル 牝3鹿 53 松山 弘平フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：09．7� 16．5�
713 ミ エ リ 牝4栗 55

54 ☆小沢 大仁 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 382－10 〃 ハナ 94．2�
22 オウケンミッキー 牝3鹿 53 国分 優作福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 446± 01：09．8� 100．0�
611 メイショウナスカ 牝7鹿 55

52 ▲服部 寿希松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 486＋ 41：10．11� 74．8�
35 メイショウボヤージ 牝3黒鹿53 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464－ 41：10．31 199．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，879，000円 複勝： 59，176，700円 枠連： 15，488，900円
馬連： 64，467，000円 馬単： 23，732，000円 ワイド： 62，052，100円
3連複： 104，121，400円 3連単： 99，657，300円 計： 467，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 320円 � 200円 枠 連（5－6） 2，700円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 670円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 38，630円

票 数

単勝票数 計 388790 的中 � 61510（3番人気）
複勝票数 計 591767 的中 � 87600（2番人気）� 42514（6番人気）� 78872（3番人気）
枠連票数 計 154889 的中 （5－6） 4442（12番人気）
馬連票数 計 644670 的中 �� 15458（12番人気）
馬単票数 計 237320 的中 �� 3037（24番人気）
ワイド票数 計 620521 的中 �� 12765（12番人気）�� 24757（5番人気）�� 12126（15番人気）
3連複票数 計1041214 的中 ��� 12188（17番人気）
3連単票数 計 996573 的中 ��� 1870（108番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．4―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クァンタムレルム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Doyen デビュー 2020．8．15 小倉5着

2018．2．22生 牝4栗 母 コズミックフレイム 母母 The World 10戦2勝 賞金 20，907，000円



23081 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

ち く ご が わ

筑 後 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

11 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 57 松山 弘平内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 468± 01：47．7 3．5�
22 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿54 坂井 瑠星土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 494＋ 4 〃 ハナ 3．3�
77 ホウオウジョルノ 牡4芦 57 北村 友一小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：48．23 4．5�
78 � タイクーンバゴ 牡5青鹿57 小沢 大仁�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494－ 4 〃 クビ 70．2�
810 オラヴェリタス 牡3黒鹿54 西村 淳也杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B498± 01：48．3	 6．2�
44 ムーンライト 牝5青 55 和田 竜二石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 478± 01：48．4クビ 15．5	
66 トーホウディアス 牡4栗 57 今村 聖奈東豊物産
 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－12 〃 ハナ 7．2�
33 メイショウカクウン 牡7青鹿57 角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル B454－ 41：49．03	 19．9�
89 イ ベ リ ア 牡7黒鹿57 富田 暁森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 6 〃 クビ 80．2
55 カ ケ ル 牡5鹿 57 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 490－ 8 〃 ハナ 50．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，088，800円 複勝： 48，532，100円 枠連： 9，920，900円
馬連： 65，762，500円 馬単： 28，614，100円 ワイド： 50，388，400円
3連複： 97，982，500円 3連単： 137，111，200円 計： 478，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 400888 的中 � 89285（2番人気）
複勝票数 計 485321 的中 � 91891（3番人気）� 97764（1番人気）� 92093（2番人気）
枠連票数 計 99209 的中 （1－2） 10958（2番人気）
馬連票数 計 657625 的中 �� 71394（2番人気）
馬単票数 計 286141 的中 �� 14870（4番人気）
ワイド票数 計 503884 的中 �� 48693（2番人気）�� 42162（3番人気）�� 56696（1番人気）
3連複票数 計 979825 的中 ��� 105889（1番人気）
3連単票数 計1371112 的中 ��� 25997（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．2―11．9―11．8―11．4―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．4―48．3―1：00．1―1：11．5―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．2
1
3
・（2，6）－10（4，8）1，7，5－（3，9）・（2，6，7）10（1，4，8）5（3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ナ ゴ サ ン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．1 京都10着

2018．3．14生 牡4栗 母 タケノローマン 母母 ストーミーウェザー 18戦3勝 賞金 67，050，000円

23082 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第10競走 ��
��1，700�

あ ま く さ

天 草 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

714 ヒロノシュン �3芦 54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 492＋ 41：44．0 2．9�
611 タイキドミニオン 牡4鹿 57 松若 風馬�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B520－ 61：44．1	 7．6�
36 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 団野 大成小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 496＋ 21：44．42 11．4�
815 タガノクリステル 牝3黒鹿52 松山 弘平八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：44．5クビ 3．2�
59 バライロノキセキ 牝4鹿 55 富田 暁岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 486＋ 81：44．6	 106．8�
23 キョウワウォール 牡6黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B468－121：44．7	 12．1	
47 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 坂井 瑠星森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524－ 21：44．8	 86．0

612 メイショウハナモモ 牝4鹿 55 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464－ 6 〃 クビ 65．2�
816
 ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 454± 01：44．9クビ 15．6�
510 プラチナドリーム 牡3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B446－ 81：45．54 9．1
48 ジューンクエスト 牡4栗 57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 458－ 21：45．6	 75．0�
35 テーオーポシブル �6鹿 57 酒井 学小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B456－ 21：46．02 54．3�
11 ダイヤレイジング 牝6栗 55 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 478＋ 6 〃 アタマ 94．4�
713 スズカマクフィ 牝4鹿 55 荻野 極永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436－ 81：46．31� 33．5�
12 ジ ロ ー 牡5鹿 57 今村 聖奈エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 478± 01：47．68 46．2�
24 
 フェブタイズ 牡6鹿 57 松本 大輝釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 B506－ 4 （競走中止） 174．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，460，800円 複勝： 79，117，600円 枠連： 21，542，500円
馬連： 110，600，100円 馬単： 41，421，800円 ワイド： 95，669，200円
3連複： 179，634，800円 3連単： 180，634，700円 計： 763，081，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 190円 � 310円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 530円 �� 670円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 544608 的中 � 146636（1番人気）
複勝票数 計 791176 的中 � 151901（2番人気）� 108496（3番人気）� 55123（6番人気）
枠連票数 計 215425 的中 （6－7） 14158（5番人気）
馬連票数 計1106001 的中 �� 64529（4番人気）
馬単票数 計 414218 的中 �� 15592（5番人気）
ワイド票数 計 956692 的中 �� 48202（4番人気）�� 36799（6番人気）�� 15683（17番人気）
3連複票数 計1796348 的中 ��� 32757（12番人気）
3連単票数 計1806347 的中 ��� 9041（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―18．5―30．3―43．3―55．4―1：07．4―1：19．3―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロノシュン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．11．13 阪神5着

2019．4．7生 �3芦 母 スイートスズラン 母母 スイートケンメア 10戦3勝 賞金 37，014，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 フェブタイズ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



23083 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第11競走 ��1，200�テ レ Q 杯
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．4以降R4．8．28まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝
利馬；負担重量は，ハンデキャップ

テレQ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

48 セ ル フ ィ ー 牝5栗 52 松若 風馬�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム B476＋ 61：07．7 9．5�

510 クリノマジン 牡3鹿 54 小沢 大仁栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 446± 01：07．91� 3．3�
612� ショウナンアリアナ 牝6鹿 52 西村 淳也国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 444＋ 61：08．0� 47．2�
713 タツリュウオー 牝4黒鹿52 山田 敬士�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 452－141：08．1クビ 20．5�
23 ビ ア イ 牝5青鹿53 川須 栄彦副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506＋ 21：08．2� 8．3	
35 フォイアーロート 牡4青鹿54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：08．3� 16．7

816	 ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿54 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 472± 0 〃 クビ 19．8�
59 オルダージュ 
6黒鹿54 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B476＋ 41：08．4クビ 48．3�
11 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 466± 0 〃 クビ 6．8
36 エレヴァート 牝5黒鹿52 角田 大河�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 458＋ 2 〃 クビ 38．2�
714 ル ク ル ト 牡5鹿 54 富田 暁市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 460－ 2 〃 ハナ 7．1�
12 グッドマックス 牝5芦 53 森 裕太朗長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 81：08．61 24．7�
817 メメントモリ 牝5鹿 52 和田 竜二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 462－ 61：08．7� 40．5�
47 メイショウハナモリ 牡6黒鹿53 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B520＋ 2 〃 クビ 108．1�
24 	 クリノアリエル 牝7青 52 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B420－ 4 〃 ハナ 57．5�
818 ダノンシティ 牡6鹿 56 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 478－ 41：08．8アタマ 11．8�
715 アールラプチャー 牝4青鹿53 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 444－101：09．97 51．4�
611 シホノレジーナ 牝5栗 52 今村 聖奈村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B498± 01：10．21� 62．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 82，582，300円 複勝： 116，565，400円 枠連： 61，335，300円
馬連： 219，944，900円 馬単： 75，643，800円 ワイド： 168，150，200円
3連複： 404，334，000円 3連単： 378，169，000円 計： 1，506，724，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 340円 � 160円 � 920円 枠 連（4－5） 2，680円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 5，040円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 30，370円 3 連 単 ��� 131，560円

票 数

単勝票数 計 825823 的中 � 69115（5番人気）
複勝票数 計1165654 的中 � 82832（6番人気）� 248677（1番人気）� 25522（13番人気）
枠連票数 計 613353 的中 （4－5） 17720（10番人気）
馬連票数 計2199449 的中 �� 67405（6番人気）
馬単票数 計 756438 的中 �� 11509（10番人気）
ワイド票数 計1681502 的中 �� 42061（6番人気）�� 8426（60番人気）�� 11115（44番人気）
3連複票数 計4043340 的中 ��� 9982（95番人気）
3連単票数 計3781690 的中 ��� 2084（387番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．9―11．3―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．9―44．2―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．8
3 7，15（3，9）10（2，8，12）13（1，5，6）17，16（11，14）18，4 4 7（3，15）（2，9）（8，10，12）（1，5，6，13）（14，16，17）（11，18）4

勝馬の
紹 介

セ ル フ ィ ー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Lion Heart デビュー 2019．7．28 札幌7着

2017．3．24生 牝5栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 23戦4勝 賞金 62，244，000円

23084 9月3日 曇 重 （4小倉4） 第7日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

712 ハイエストポイント 牡4青鹿 57
53 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 21：43．8 2．6�
58 ケイアイメビウス 牡3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 B506－ 21：44．75 12．5�
11 エピックジョイ 牝3栗 52

49 ▲角田 大河�ノースヒルズ 武 幸四郎 新ひだか 土居牧場 486－ 41：45．23 8．9�
34 エ ル バ リ オ 牡3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B528＋121：45．41� 4．4�
57 ロードグリュック 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 462－ 71：45．6� 168．3	
610� トップスターサン 牡4黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 四位 洋文 豪

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

510－ 2 〃 クビ 22．9

46 シゲルカセイ 牡5栗 57 富田 暁森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 61：45．7	 22．7�
33 パ ナ プ リ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 440＋ 2 〃 ハナ 273．3�
45 � アルムマッツ 牡3芦 54

51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 490＋101：46．12	 88．9

813 ウナギノボリ 牡3黒鹿54 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464－ 2 〃 クビ 4．8�
69 
 メイショウカリスマ 牡5黒鹿 57

55 △松本 大輝松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 510＋ 41：46．2クビ 147．1�
22 レディアリエス 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 492＋20 〃 アタマ 25．9�
711� モズゴールドバレル 牝3黒鹿 52

51 ☆小沢 大仁 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-
sley Thompson 444－161：48．3大差 11．1�

814 スズカノアイル 牡3栗 54 団野 大成永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 476＋ 61：52．7大差 205．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 75，781，900円 複勝： 93，376，500円 枠連： 21，524，100円
馬連： 121，298，600円 馬単： 49，293，100円 ワイド： 102，059，900円
3連複： 196，159，600円 3連単： 224，320，500円 計： 883，814，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 330円 � 220円 枠 連（5－7） 1，430円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 660円 �� 400円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 18，670円

票 数

単勝票数 計 757819 的中 � 229588（1番人気）
複勝票数 計 933765 的中 � 281663（1番人気）� 52953（6番人気）� 91478（4番人気）
枠連票数 計 215241 的中 （5－7） 11665（6番人気）
馬連票数 計1212986 的中 �� 52495（6番人気）
馬単票数 計 492931 的中 �� 12862（9番人気）
ワイド票数 計1020599 的中 �� 39248（7番人気）�� 69837（3番人気）�� 13375（22番人気）
3連複票数 計1961596 的中 ��� 32983（16番人気）
3連単票数 計2243205 的中 ��� 8708（61番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．5―13．0―12．1―11．8―12．2―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．0―42．0―54．1―1：05．9―1：18．1―1：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエストポイント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．6．14 東京5着

2018．2．21生 牡4青鹿 母 シェルエメール 母母 ポンデローザ 18戦2勝 賞金 38，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカノアイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月3日まで平地競

走に出走できない。



（4小倉4）第7日 9月3日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

199，370，000円
3，020，000円
24，610，000円
1，390，000円
24，030，000円
74，225，000円
4，647，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
565，292，900円
764，058，000円
201，494，900円
930，685，700円
378，514，700円
810，501，300円
1，534，560，000円
1，671，266，400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 6，856，373，900円

総入場人員 5，135名 （有料入場人員 4，689名）
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