
25061 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 スズカコーズ 牡2黒鹿 54
52 △永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 492－ 41：10．9 1．1�

814 シャドウダッチェス 牝2栗 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 450± 01：11．22 7．8�
713 キーチキング 牡2鹿 54 横山 武史山本 益臣氏 小手川 準 新ひだか グランド牧場 438－ 61：11．51� 30．4�
22 ベルウッドタイガー 牡2黒鹿54 丸田 恭介鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 418＋ 41：11．92� 22．1�
23 セイウンダマシイ 牡2青 54

52 △横山 琉人西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 466＋10 〃 ハナ 17．5�
47 オブシディアン 牡2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 仲野牧場 504＋121：12．32 149．6�
34 ノーブルヴィクター 牡2栗 54 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 登別 ユートピア牧場 446＋ 61：12．51� 16．1	
35 カシノビルボード 牡2鹿 54

51 ▲佐々木大輔柏木 務氏 天間 昭一 新冠 浜口牧場 462＋ 81：12．61 54．4

610 サウスシーパール 牡2栗 54

52 △小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 452－ 41：13．23� 88．4�
11 ハッポウヤブレ 牡2黒鹿54 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492± 01：13．3クビ 311．4�
46 ナックブライアン 牡2鹿 54

51 ▲原 優介小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 464＋ 4 〃 ハナ 109．4
712 ヒュームテソーロ 牡2栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 日高 リョーケンファー
ム株式会社 458－ 61：13．4� 131．8�

58 カンタベリーガール 牝2栗 54 黛 弘人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 448＋ 41：13．71� 297．9�
59 グ ン グ ニ ル 牡2栗 54 宮崎 北斗松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 乾 皆雄 456－ 61：13．91� 204．7�
815 マライアガーネット 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村下 清志 502－ 21：14．21� 344．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，280，700円 複勝： 217，018，700円 枠連： 15，970，200円
馬連： 68，555，400円 馬単： 45，025，600円 ワイド： 70，003，800円
3連複： 120，192，100円 3連単： 191，188，400円 計： 785，234，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 140円 � 360円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 180円 �� 570円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 572807 的中 � 382955（1番人気）
複勝票数 計2170187 的中 � 1749300（1番人気）� 115247（2番人気）� 26397（6番人気）
枠連票数 計 159702 的中 （6－8） 42460（1番人気）
馬連票数 計 685554 的中 �� 170261（1番人気）
馬単票数 計 450256 的中 �� 90930（1番人気）
ワイド票数 計 700038 的中 �� 130764（1番人気）�� 27650（5番人気）�� 13470（14番人気）
3連複票数 計1201921 的中 ��� 50736（6番人気）
3連単票数 計1911884 的中 ��� 45211（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―47．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（11，14）10（3，5，13）（2，9，12）－4（7，8）－6－1－15 4 11，14（3，10）（5，13）2，9（7，4）－（8，12）6－1－15

勝馬の
紹 介

スズカコーズ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．9．10 中山2着

2020．4．16生 牡2黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 2戦1勝 賞金 8，000，000円

25062 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ディナトセレーネ 牝2芦 54 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 452＋ 61：35．5 3．4�
11 サティンボディス 牝2鹿 54 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 21：35．92� 9．0�
35 シルバースペード 牡2黒鹿54 吉田 豊 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 41：36．0� 20．8�
12 フェスティヴラジャ 牝2黒鹿54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 440－ 41：36．1� 130．5�
23 セ フ ィ ロ 牝2栗 54 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 3．8�
815 ベッラフロー 牝2鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 448＋ 41：36．31� 49．1	
47 グ ス タ ー ル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 456＋121：36．4クビ 11．4

24 ランスノーブル 牝2芦 54 田辺 裕信佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 442－ 61：36．61� 100．4�
510 チキチキチータ 牝2栗 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 410＋ 21：37．02� 210．6�
816 マイネルフォルツァ 牡2栗 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 498＋ 6 〃 ハナ 20．5�

612 ナイトブレーカー 牡2青鹿54 三浦 皇成 TNレーシング 武井 亮 浦河 笹島 政信 456＋ 21：37．1� 4．8�
714 ショウナンガチャ 牡2鹿 54 津村 明秀国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 新ひだか 静内フアーム 496＋ 81：37．2� 46．6�
611 ダイシンカタナ 牡2鹿 54 松岡 正海大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448± 01：37．41� 37．1�
713 エルフサイエン 牝2鹿 54

52 △横山 琉人加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 432＋121：38．35 28．9�
48 ゴールドフォックス 牡2鹿 54

51 ▲原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 株式会社 新
冠川上牧場 446＋ 81：38．72� 266．1�

59 グラシアーノ 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 416－101：38．91 237．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，551，500円 複勝： 73，524，700円 枠連： 15，193，500円
馬連： 75，560，800円 馬単： 28，949，400円 ワイド： 76，518，100円
3連複： 116，863，000円 3連単： 109，211，600円 計： 544，372，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 200円 � 400円 枠 連（1－3） 980円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，040円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 18，240円

票 数

単勝票数 計 485515 的中 � 121094（1番人気）
複勝票数 計 735247 的中 � 125613（3番人気）� 98155（4番人気）� 38664（7番人気）
枠連票数 計 151935 的中 （1－3） 11939（4番人気）
馬連票数 計 755608 的中 �� 41244（5番人気）
馬単票数 計 289494 的中 �� 9729（7番人気）
ワイド票数 計 765181 的中 �� 32818（6番人気）�� 18727（11番人気）�� 13506（18番人気）
3連複票数 計1168630 的中 ��� 16940（15番人気）
3連単票数 計1092116 的中 ��� 4340（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．8―47．9―59．9―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ディナトセレーネ �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．7．31 新潟4着

2020．2．18生 牝2芦 母 ダイワミランダ 母母 ダイワスカーレット 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ディナトセレーネ号の騎手M．デムーロは，競馬場に到着できず（台風による交通事情の影響）横山武史に変更。

第４回 中山競馬 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



25063 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第3競走 1，800�2歳新馬
発走11時05分 （ダート・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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

612 ト レ ド 牡2栗 54 石川裕紀人�ラ・メール 池上 昌和 新冠 松浦牧場 504 ―1：51．9レコード 3．7�
11 デルマツリダシ 牡2鹿 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 502 ―1：52．96 39．1�
816 フレスコバンクール 牡2鹿 54 武藤 雅 KRジャパン 武藤 善則 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 494 ―1：53．53� 15．1�
23 ラプソディンブルー 牡2芦 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 奥平 雅士 浦河 谷川牧場 486 ―1：54．77 77．2�
815 カフェハーモニー 牝2鹿 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 426 ―1：54．91 62．4�
713 ビップスコーピオン 牡2鹿 54 柴田 大知鈴木 邦英氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 454 ―1：55．01 71．5	
47 タ カ シ 牡2鹿 54 横山 武史三木 正浩氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 530 ―1：55．1� 7．0

59 プレミアペガサス 牡2栗 54 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 新ひだか 小倉 光博 512 ―1：55．41� 8．5�
48 アテンヒーロー 牡2鹿 54 三浦 皇成玉置 潔氏 萱野 浩二 浦河 鵜木 唯義 458 ―1：55．61 18．4�
35 フッカツノアカシ 牡2黒鹿 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 504 ―1：55．7クビ 161．6
36 ベ ン ハ ー 牡2青鹿54 菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 506 ―1：55．8� 14．5�
24 サノノタルマエ 牝2鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 440 ―1：56．01� 7．5�
510 サードオニックス 牝2鹿 54 武士沢友治加藤 厚子氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 520 ―1：56．53 33．2�
12 トライコーン 牡2鹿 54 杉原 誠人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 504 ―1：58．6大差 129．9�
714 カミノモラド 牡2鹿 54 丹内 祐次 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 528 ―2：02．1大差 10．7�
611 アールスペック 牡2栗 54 木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 502 ― （競走中止） 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，429，000円 複勝： 57，135，100円 枠連： 17，140，200円
馬連： 66，422，700円 馬単： 25，981，200円 ワイド： 65，096，300円
3連複： 105，454，500円 3連単： 90，366，900円 計： 474，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 800円 � 440円 枠 連（1－6） 3，790円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，520円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 31，720円 3 連 単 ��� 171，060円

票 数

単勝票数 計 464290 的中 � 103627（1番人気）
複勝票数 計 571351 的中 � 112684（1番人気）� 15251（11番人気）� 30265（8番人気）
枠連票数 計 171402 的中 （1－6） 3497（19番人気）
馬連票数 計 664227 的中 �� 6502（34番人気）
馬単票数 計 259812 的中 �� 1517（59番人気）
ワイド票数 計 650963 的中 �� 6333（35番人気）�� 11213（20番人気）�� 3168（53番人気）
3連複票数 計1054545 的中 ��� 2493（115番人気）
3連単票数 計 903669 的中 ��� 383（618番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．9―13．3―12．4―11．8―12．3―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―50．6―1：03．0―1：14．8―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．1
1
3
12，15，3（1，4，11）（7，16）9（5，8）10（6，13）－2＝14・（12，16）－3（1，15）4，11，9（7，8）（6，10，13）5＝2＝14

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

勝馬の
紹 介

ト レ ド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サウスヴィグラス 初出走

2020．3．29生 牡2栗 母 リンガスウーノ 母母 リンガスローレル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ビップスコーピオン号の騎手M．デムーロは競馬場に到着できず（台風による交通事情の影響）柴田大知に変更。
〔競走中止〕 アールスペック号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 タカシ号の騎手横山武史は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：4番）
〔その他〕 トライコーン号・カミノモラド号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

25064 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第4競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳55�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
1：06．7
1：05．8

良
良

35 ミッキーハーモニー 牝3鹿 53 横山 和生野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：08．3 4．3�
23 デ フ ィ デ リ 牡3青鹿55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458± 01：09．15 39．6�
24 � アクアマリンブルー �4栗 57 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440＋241：09．2� 68．9�
48 クラリティスケール 牝3青 53 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 448＋ 21：09．3クビ 8．2�
59 ノックトゥワイス �4栗 57 津村 明秀飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486－ 61：09．4� 28．6�
12 セッカチケーン 牡3芦 55 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 508＋ 61：09．5� 2．6	
611 ヴィントミューレ �4鹿 57

54 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 448± 0 〃 クビ 10．7

11 マブセレナード 牝3青鹿53 杉原 誠人マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 2 〃 アタマ 87．9�
714 シゲルオテンバ 牝4鹿 55 石橋 脩森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 444＋ 41：09．71� 60．2�
612 アドマイヤアリエル 牝5鹿 55 石川裕紀人近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：09．8� 24．6
36 ナンヨーローズ 牡4黒鹿57 菅原 明良中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 456＋ 21：10．01 96．5�
713 コスモサンレミ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B468＋ 8 〃 クビ 16．7�
816 スクルトゥーラ 牝3鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 420－ 81：10．21� 5．8�
510� ヨ ン ウ ォ ニ 牝5鹿 55

52 ▲原 優介�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 462＋101：10．3� 193．3�
815 タイガーリリー 牝4鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 482＋101：10．61� 22．6�

（15頭）
47 ラ ピ カ ズ マ 牡4黒鹿57 吉田 豊合同会社雅苑興業 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，882，500円 複勝： 71，486，500円 枠連： 16，371，900円
馬連： 78，910，100円 馬単： 31，816，200円 ワイド： 80，789，600円
3連複： 121，327，300円 3連単： 117，625，700円 計： 570，209，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 710円 � 2，040円 枠 連（2－3） 5，700円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 12，300円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 6，340円 �� 16，490円

3 連 複 ��� 88，510円 3 連 単 ��� 513，720円

票 数

単勝票数 計 518825 的中 � 94546（2番人気）
複勝票数 計 714865 的中 � 107891（2番人気）� 24297（10番人気）� 7784（13番人気）
枠連票数 計 163719 的中 （2－3） 2223（21番人気）
馬連票数 計 789101 的中 �� 6691（29番人気）
馬単票数 計 318162 的中 �� 1939（39番人気）
ワイド票数 計 807896 的中 �� 7683（30番人気）�� 3282（52番人気）�� 1252（76番人気）
3連複票数 計1213273 的中 ��� 1028（180番人気）
3連単票数 計1176257 的中 ��� 166（979番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．4―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．2―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．5
3 5，4（3，13）16（1，8）9（2，14）11（12，15）－（6，10） 4 5，4（3，13）（1，8，16）9，2，14（11，12，15）（6，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーハーモニー �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Aldebaran デビュー 2021．7．4 福島3着

2019．3．4生 牝3鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 4戦2勝 賞金 15，470，000円
〔出走取消〕 ラピカズマ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 サンダビューク号

〔騎手変更〕 ビップスコーピオン号の騎手M．デムーロは，競馬場に到着できず（台風による交通事情の影響）柴田大知に変更。
〔競走中止〕 アールスペック号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 コーナーでの御法（前の馬に接触した） ：馬害被（。告戒ていつに

トライコーン号・カミノモラド号は， ドタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。〔その他〕



25065 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

714 コウセイマリア 牝2鹿 54
51 ▲佐々木大輔杉安浩一郎氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 400 ―1：36．7 139．5�

24 � ザングウィル 牡2鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 大竹 正博 愛 J. Lenihan 492 ― 〃 ハナ 2．3�
11 ペニードロップス 牝2鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 クビ 50．2�
612 ア パ ラ ギ 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 426 ―1：36．8クビ 40．0�

48 アメイジングスター 牡2鹿 54 菅原 明良北側 雅勝氏 茶木 太樹 浦河 信岡牧場 454 ― 〃 ハナ 5．6�
59 スピーディブレイク 牡2栗 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 村田 一誠 浦河 辻 牧場 426 ― 〃 アタマ 21．8	
36 アームテイル 牝2鹿 54 大野 拓弥
三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 450 ―1：36．91 10．6�
510 ホウオウプレシャス 牡2鹿 54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：37．53� 4．1�
23 プリマウェイ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 470 ―1：37．6� 119．6
713 マ テ キ 牝2鹿 54 丹内 祐次 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 394 ―1：38．02 25．1�
12 バトルレジェンダ 牝2青 54 木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 平取 清水牧場 414 ―1：38．31� 49．3�
815 ニシノベストワン 牡2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 464 ―1：38．4� 28．0�
47 アークシップ 牝2鹿 54

52 △横山 琉人�イージス 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：39．46 143．6�
611 ウイントルヴェール 牡2青 54

51 ▲原 優介�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 418 ― 〃 アタマ 36．2�
35 アルマドゥーラ 牝2鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 奥山牧場 462 ―1：39．93� 106．7�
816 アルトドイチェ 牝2青鹿54 吉田 豊
サンライズ 小手川 準 新ひだか 本桐牧場 454 ―1：40．32� 199．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，939，800円 複勝： 50，305，900円 枠連： 16，888，700円
馬連： 68，138，800円 馬単： 31，692，100円 ワイド： 66，430，800円
3連複： 101，629，700円 3連単： 110，493，000円 計： 499，518，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，950円 複 勝 � 1，990円 � 150円 � 920円 枠 連（2－7） 2，440円

馬 連 �� 19，070円 馬 単 �� 55，400円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 26，760円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 119，090円 3 連 単 ��� 1，144，390円

票 数

単勝票数 計 539398 的中 � 3285（14番人気）
複勝票数 計 503059 的中 � 5002（14番人気）� 128344（1番人気）� 11289（11番人気）
枠連票数 計 168887 的中 （2－7） 5348（10番人気）
馬連票数 計 681388 的中 �� 2768（38番人気）
馬単票数 計 316921 的中 �� 429（90番人気）
ワイド票数 計 664308 的中 �� 5438（32番人気）�� 627（93番人気）�� 10509（18番人気）
3連複票数 計1016297 的中 ��� 640（199番人気）
3連単票数 計1104930 的中 ��� 70（1414番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．1―11．7―12．2―12．2―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウセイマリア �
�
父 リアルスティール �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．16生 牝2鹿 母 アズマガール 母母 サイレントラヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アパラギ号の騎手M．デムーロは，競馬場に到着できず（台風による交通事情の影響）永野猛蔵に変更。

25066 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：57．8
1：56．1

良
良

78 ヒットザシーン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 22：00．0 8．7�

66 ラニュイエトワール �3鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 458－ 22：00．1� 29．6�
67 カヨウネンカ 牝3栗 52 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 458± 02：00．63 2．5�
44 シャドウマッドネス �3栗 54 津村 明秀飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 438± 02：00．81� 28．8�
810 タ シ ッ ト 牡3鹿 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 460＋ 22：01．0	 6．8	
79 ヒドゥンキング 牡3鹿 54

52 △永野 猛蔵髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 460－ 4 〃 ハナ 34．6

33 エ ス コ バ ル �4鹿 57 横山 武史吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 514－ 62：01．1� 6．0�
11 ヴァーンフリート 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516－ 22：01．21 3．3�
55 キュンストラー 牝4芦 55 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 412－ 22：01．3� 90．0

811 パ ル ガ ン 牝3黒鹿 52
49 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 日高 庄野牧場 460－ 22：02．04 79．6�

22 
 エイシンディアデム 牝4鹿 55
53 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 444－ 72：03．17 144．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，347，500円 複勝： 71，423，900円 枠連： 13，033，600円
馬連： 83，347，900円 馬単： 37，167，800円 ワイド： 75，238，300円
3連複： 123，491，300円 3連単： 158，844，700円 計： 625，895，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 470円 � 140円 枠 連（6－7） 1，100円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 16，200円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 440円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 71，080円

票 数

単勝票数 計 633475 的中 � 57768（5番人気）
複勝票数 計 714239 的中 � 75355（5番人気）� 29683（7番人気）� 169422（2番人気）
枠連票数 計 130336 的中 （6－7） 9130（6番人気）
馬連票数 計 833479 的中 �� 7505（21番人気）
馬単票数 計 371678 的中 �� 1720（39番人気）
ワイド票数 計 752383 的中 �� 9731（21番人気）�� 47467（5番人気）�� 14877（15番人気）
3連複票数 計1234913 的中 ��� 12574（25番人気）
3連単票数 計1588447 的中 ��� 1620（200番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．6―11．9―12．7―12．2―12．0―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．9―47．8―1：00．5―1：12．7―1：24．7―1：36．3―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザシーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．7．11 福島9着

2018．3．17生 牝4黒鹿 母 マイネプリンセス 母母 マイネカトリーヌ 26戦2勝 賞金 36，310，000円
〔騎手変更〕 エスコバル号の騎手M．デムーロは，競馬場に到着できず（台風による交通事情の影響）横山武史に変更。

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 5日第 8競走）
〔その他〕　　ナスノコウラン号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



25067 9月24日 小雨 不良 （4中山4） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 プリーチトヤーン 牝3鹿 52
50 △横山 琉人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 474± 01：49．2 7．0�

55 ローズピリオド 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：49．83� 4．5�
67 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

54 ▲佐々木大輔合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 496＋ 81：51．18 45．0�
56 サクセスミノル 牡3芦 54 内田 博幸吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム B472－ 4 〃 ハナ 7．3�
812 イエローウィン 牝3黒鹿52 丹内 祐次平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B476＋101：51．2� 6．7�
33 � エクストラノート �5栗 57

54 ▲原 優介 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：51．3� 20．7


22 	 モンゴリアンキング 牡3鹿 54 横山 和生吉田 千津氏 安田 隆行 英 Shadai Farm 488＋ 21：51．51
 3．9�
79 ニシノボルテージ 牡3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 B454± 01：51．92� 54．0�
68 � シングンジョーイ 牡4鹿 57 石神 深一伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B456± 01：53．28 171．7
811 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－ 4 〃 アタマ 5．7�
710 アピテソーロ 牡5青鹿57 丸田 恭介了德寺健二ホール

ディングス	 奥平 雅士 安平 追分ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 91．3�
11 ハローサブリナ 牝3鹿 52

50 △永野 猛蔵小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 520＋ 61：54．05 13．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，330，800円 複勝： 59，699，400円 枠連： 18，007，800円
馬連： 82，678，500円 馬単： 30，597，900円 ワイド： 69，007，100円
3連複： 117，422，400円 3連単： 127，780，500円 計： 552，524，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 310円 � 190円 � 760円 枠 連（4－5） 1，080円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，260円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 51，210円

票 数

単勝票数 計 473308 的中 � 53838（5番人気）
複勝票数 計 596994 的中 � 49051（6番人気）� 97087（1番人気）� 16995（9番人気）
枠連票数 計 180078 的中 （4－5） 12852（4番人気）
馬連票数 計 826785 的中 �� 40543（4番人気）
馬単票数 計 305979 的中 �� 6781（12番人気）
ワイド票数 計 690071 的中 �� 25484（9番人気）�� 5209（35番人気）�� 15698（19番人気）
3連複票数 計1174224 的中 ��� 7295（52番人気）
3連単票数 計1277805 的中 ��� 1809（240番人気）

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

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリーチトヤーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2021．9．26 中京4着

2019．4．16生 牝3鹿 母 ハーベストシーズン 母母 Preparation 13戦2勝 賞金 24，350，000円
〔その他〕 ハローサブリナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハローサブリナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月24日まで出走できない。

25068 9月24日 小雨 不良 （4中山4） 第6日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：32．3良

11 � ジェミニキング �6鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B480± 03：45．7 15．2�
610 マイネルグロン 牡4青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 23：46．33� 7．6�
712 サンティーニ �7栗 61 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 490－ 23：48．1大差 9．8�
33 � エ ミ ー リ オ 牡8鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 502＋ 23：49．05 36．0�
58 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 石神 深一平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 526＋ 23：49．1クビ 3．4	
22 テーオーソクラテス 牡5鹿 61 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 444－103：49．31	 26．0

46 アルトリウス �8鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B476＋103：49．83 112．7�
814 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B494＋ 43：49．9� 35．8�
45 ビレッジイーグル 牡5黒鹿61 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 510＋ 23：50．53� 4．4
34 フリーフリッカー 牡8鹿 61 森 一馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 63：51．45 6．8�
57 ポートロイヤル �6黒鹿60 小牧加矢太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466＋103：52．57 35．6�
813 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 490＋ 83：55．6大差 117．1�
69 タイキフロリゼル 牡4芦 61 北沢 伸也�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486± 03：56．87 8．5�
711 タイセイトレイル 牡7黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B506－ 23：58．410 26．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，662，300円 複勝： 54，986，700円 枠連： 20，749，000円
馬連： 70，906，400円 馬単： 28，286，000円 ワイド： 61，024，700円
3連複： 132，896，400円 3連単： 125，963，000円 計： 536，474，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 450円 � 270円 � 330円 枠 連（1－6） 3，200円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 2，230円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 20，220円 3 連 単 ��� 141，360円

票 数

単勝票数 計 416623 的中 � 21854（7番人気）
複勝票数 計 549867 的中 � 29847（7番人気）� 57695（4番人気）� 43548（6番人気）
枠連票数 計 207490 的中 （1－6） 5019（13番人気）
馬連票数 計 709064 的中 �� 8534（23番人気）
馬単票数 計 282860 的中 �� 1642（48番人気）
ワイド票数 計 610247 的中 �� 6720（29番人気）�� 6980（28番人気）�� 12413（15番人気）
3連複票数 計1328964 的中 ��� 4927（76番人気）
3連単票数 計1259630 的中 ��� 646（504番人気）
上り 1マイル 1：53．1 4F 56．0－3F 42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジェミニキング �
�
父 トランセンド �

�
母父 アグネスデジタル

2016．5．28生 �6鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 障害：8戦2勝 賞金 34，294，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルグロン号の騎手小野寺祐太は，2周目向正面での御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

ダイメイコスモス号の騎手植野貴也は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。
（被害馬：9番）
サンティーニ号の騎手五十嵐雄祐は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テイエムチューハイ号・モサ号



25069 9月24日 曇 重 （4中山4） 第6日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

77 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿54 菅原 明良細川 陽介氏 新谷 功一 日高 奥山牧場 448＋101：09．4 14．3�
89 レイカットスルー 牡2鹿 54 戸崎 圭太ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：09．61	 10．5�
33 レイフォール 牡2青鹿54 丹内 祐次落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：09．7
 12．9�
55 ト ー ル キ ン 牡2鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 21：09．8
 1．9�
11 モンサンスヴニール 牝2青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 462＋101：09．9� 23．1�
78 バロットボックス 牝2黒鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 21：10．32 32．6	
810 ナックブレイブ 牡2芦 54 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 広田牧場 472－ 41：10．61� 9．3

44 ベ ベ 牡2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B476± 01：10．7
 113．2�
66 レッツプロミス 牝2青鹿54 水沼 元輝�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 高橋 義浩 422± 01：10．8� 250．4
22 � フロムダスク 牡2黒鹿54 松岡 正海藤田 晋氏 森 秀行 米 Spring-

house Farm 504＋ 6 〃 ハナ 4．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 79，431，800円 複勝： 74，061，200円 枠連： 18，643，100円
馬連： 103，338，200円 馬単： 49，910，900円 ワイド： 77，969，300円
3連複： 135，775，000円 3連単： 218，423，100円 計： 757，552，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 310円 � 280円 � 300円 枠 連（7－8） 1，430円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，160円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 76，390円

票 数

単勝票数 計 794318 的中 � 46939（6番人気）
複勝票数 計 740612 的中 � 61557（6番人気）� 72311（4番人気）� 63143（5番人気）
枠連票数 計 186431 的中 （7－8） 10069（6番人気）
馬連票数 計1033382 的中 �� 15502（18番人気）
馬単票数 計 499109 的中 �� 3295（37番人気）
ワイド票数 計 779693 的中 �� 12936（18番人気）�� 17339（16番人気）�� 17354（15番人気）
3連複票数 計1357750 的中 ��� 8344（40番人気）
3連単票数 計2184231 的中 ��� 2073（219番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 1，7，3，8（4，5）（2，10）（6，9） 4 1，7，3，8，5－10（4，9）（2，6）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ウ メ ム ス ビ �
�
父 ファインニードル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．6．12 中京2着

2020．4．21生 牡2黒鹿 母 ヴィオレッタ 母母 プリンセスカメリア 5戦2勝 賞金 26，631，000円

25070 9月24日 曇 重 （4中山4） 第6日 第10競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走15時10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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

55 ウォルフズハウル 牡6黒鹿57 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 42：35．4 28．3�

710 キ ャ ル レ イ 牡3黒鹿54 横山 武史里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 3．9�
56 モーソンピーク 牡5青鹿57 石川裕紀人 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 02：35．72 5．7�
79 サトノシャローム 牡5鹿 57 菅原 明良 �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 518± 02：35．9� 2．6�
11 シャインユニバンス 牝4鹿 55 石橋 脩亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426＋ 62：36．0� 21．2	
44 ジャンカズマ 牡4鹿 57 野中悠太郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 ハナ 64．5

22 ネオストーリー 牡5青鹿57 津村 明秀藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B462± 02：36．32 84．0�
811 サンデージャック 牡4青鹿57 勝浦 正樹エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：36．51	 17．9�
68 シュブリーム 牡6黒鹿57 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B478＋ 62：36．6クビ 20．8
67 ロワンディシー 牡4鹿 57 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 442－122：37．45 12．2�
812
 イ ヤ サ カ 牝4芦 55 永野 猛蔵岡田 壮史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 490＋122：37．5	 13．5�
33 ナックイルシーブ 牡4芦 57 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－ 22：37．82 13．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 72，167，900円 複勝： 98，406，100円 枠連： 29，966，100円
馬連： 148，106，600円 馬単： 52，152，600円 ワイド： 123，867，500円
3連複： 233，296，600円 3連単： 241，514，200円 計： 999，477，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 500円 � 180円 � 210円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 13，260円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，920円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 68，230円

票 数

単勝票数 計 721679 的中 � 20364（10番人気）
複勝票数 計 984061 的中 � 40724（10番人気）� 159462（2番人気）� 129183（3番人気）
枠連票数 計 299661 的中 （5－7） 53311（1番人気）
馬連票数 計1481066 的中 �� 28059（18番人気）
馬単票数 計 521526 的中 �� 2948（49番人気）
ワイド票数 計1238675 的中 �� 23362（16番人気）�� 15723（27番人気）�� 73081（3番人気）
3連複票数 計2332966 的中 ��� 31854（18番人気）
3連単票数 計2415142 的中 ��� 2566（239番人気）

ハロンタイム 7．4―12．1―12．7―12．4―12．0―14．0―12．6―12．6―11．5―12．2―11．9―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．5―32．2―44．6―56．6―1：10．6―1：23．2―1：35．8―1：47．3―1：59．5―2：11．4―2：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．1―3F35．9
1
�
10，12（7，9）6（4，11）（1，3）5，2－8・（10，2）（7，6）（12，11）（4，9）3（1，5）8

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

勝馬の
紹 介

ウォルフズハウル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．2．11 東京7着

2016．5．5生 牡6黒鹿 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 19戦3勝 賞金 55，379，000円
〔制裁〕 ウォルフズハウル号の騎手田辺裕信は，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30，000円。（被害馬：9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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルトルファン号
（非抽選馬） 1頭 タイセイコマンド号



25071 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時45分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ハコダテブショウ 牡4鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B500＋ 81：08．4レコード 4．8�
713 ミラーウォーカーズ 牝4鹿 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 484－ 21：08．93 19．2�
12 レシプロケイト 牡6栗 57 横山 武史ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 41：09．11
 4．6�
35 スナークダヴィンチ 牡5鹿 56 石橋 脩杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 488－ 41：09．2
 15．0�
816 ミスズグランドオー 牡4栗 56 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498＋ 6 〃 アタマ 5．8�
36 メイショウギガース 牡8青鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B482＋10 〃 アタマ 110．7	
612 デンコウリジエール 牡5鹿 57 菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470－ 21：09．3� 27．2

611� ピ ン シ ャ ン 牡5栗 58 松岡 正海冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 478＋ 41：09．4クビ 7．2�
510 ア ポ ロ ビ ビ 牡6栗 58 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 462－ 2 〃 クビ 6．0�
59 イーサンパンサー 牡6栗 56 菊沢 一樹国本 勇氏 鈴木慎太郎 浦河 東栄牧場 468＋ 21：09．5� 99．4
11 ニシノライトニング 牡4鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 516＋12 〃 ハナ 32．0�
23 スナークスター 6鹿 56 丹内 祐次杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470＋ 61：09．6アタマ 73．2�
48 エンプティチェア 牡5鹿 56 戸崎 圭太江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B482＋ 21：09．92 21．4�
714 ロジペルレスト 7栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 506＋ 2 〃 クビ 154．5�
24 イ メ ル 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 478－121：10．21� 55．3�
47 ロードラズライト 7青鹿56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム B458＋ 21：10．52 14．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 126，053，100円 複勝： 179，345，000円 枠連： 77，486，100円
馬連： 337，924，500円 馬単： 113，043，100円 ワイド： 254，972，200円
3連複： 586，413，100円 3連単： 585，641，400円 計： 2，260，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 500円 � 180円 枠 連（7－8） 2，420円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 890円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 15，000円 3 連 単 ��� 70，560円

票 数

単勝票数 計1260531 的中 � 207608（2番人気）
複勝票数 計1793450 的中 � 210145（4番人気）� 76909（8番人気）� 294665（1番人気）
枠連票数 計 774861 的中 （7－8） 24734（13番人気）
馬連票数 計3379245 的中 �� 48261（21番人気）
馬単票数 計1130431 的中 �� 10380（32番人気）
ワイド票数 計2549722 的中 �� 36573（23番人気）�� 76100（9番人気）�� 23526（39番人気）
3連複票数 計5864131 的中 ��� 29306（59番人気）
3連単票数 計5856414 的中 ��� 6017（243番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．9―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．0―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハコダテブショウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2020．11．23 東京3着

2018．4．25生 牡4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 11戦5勝 賞金 66，414，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）24頭 アイスジャイアント号・アヌラーダプラ号・アルピニズム号・アーバンイェーガー号・ヴィジュネル号・

ウーリリ号・ガンケン号・グレートウォリアー号・ケープコッド号・サイモンハロルド号・サクラアリュール号・
サンライズラポール号・ジェネティクス号・シャイニーブランコ号・ショーム号・スティクス号・スライリー号・
ダノングリスター号・ニュートンテソーロ号・ボンボンショコラ号・メイショウミライ号・リレーションシップ号・
リンゴアメ号・ロードエース号

25072 9月24日 曇 不良 （4中山4） 第6日 第12競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 タヒチアンダンス 牝3栗 52 横山 武史吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 01：50．7 2．8�
48 ド ラ イ ゼ 牝3栗 52 横山 和生 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋12 〃 クビ 5．0�
23 フォレストキャット 牝4鹿 55 石橋 脩武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 488＋241：50．9� 39．3�
47 � ラフルオリータ 牝4黒鹿55 丹内 祐次ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 23．2�
11 ヴェールアップ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：51．11� 32．7	
816 カフェプリンセス 牝4鹿 55

53 △横山 琉人西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 484＋ 41：51．2� 12．4

510 ジェイエルエース 牝3栗 52 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 494＋141：51．3アタマ 19．4�
59 ロジカルガール 牝6栗 55

52 ▲原 優介平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 クビ 79．0�
36 ラブリークイーン 牝4栗 55

52 ▲西塚 洸二坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 新冠 大狩部牧場 492＋ 61：51．4クビ 41．2
24 バライロノキセキ 牝4鹿 55 津村 明秀岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 484－ 2 〃 アタマ 30．9�
612 カ ラ ン セ 牝3鹿 52 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 41：51．61� 6．6�
12 トレデマンド 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋14 〃 クビ 30．4�
815 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 北村 宏司堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋121：51．7� 87．5�
611 スイートフィル 牝4芦 55 菅原 明良シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 484＋101：51．91 10．6�
714 キープイットシンポ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 474± 01：52．32� 9．9�

35 アドマイヤビーナス 牝6栗 55 武藤 雅近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 21：53．15 125．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 113，252，100円 複勝： 153，023，000円 枠連： 48，950，600円
馬連： 206，849，300円 馬単： 74，441，400円 ワイド： 196，890，700円
3連複： 342，820，000円 3連単： 352，323，500円 計： 1，488，550，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 830円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，370円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 30，320円

票 数

単勝票数 計1132521 的中 � 323500（1番人気）
複勝票数 計1530230 的中 � 364008（1番人気）� 206595（2番人気）� 32944（13番人気）
枠連票数 計 489506 的中 （4－7） 60644（2番人気）
馬連票数 計2068493 的中 �� 192074（1番人気）
馬単票数 計 744414 的中 �� 37302（2番人気）
ワイド票数 計1968907 的中 �� 149676（1番人気）�� 20067（29番人気）�� 17748（32番人気）
3連複票数 計3428200 的中 ��� 28074（25番人気）
3連単票数 計3523235 的中 ��� 8422（71番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．6―12．8―12．5―12．0―12．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．3―49．1―1：01．6―1：13．6―1：26．0―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タヒチアンダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．12．18 中山1着

2019．2．10生 牝3栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 6戦3勝 賞金 29，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オウケンロジータ号
（非抽選馬） 1頭 ペイシャオウユー号



（4中山4）第6日 9月24日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良後重
不良

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

243，980，000円
8，210，000円
33，770，000円
1，670，000円
31，560，000円
78，176，000円
5，473，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
801，329，000円
1，160，416，200円
308，400，800円
1，390，739，200円
549，064，200円
1，217，808，400円
2，237，581，400円
2，429，376，000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 10，094，715，200円

総入場人員 8，185名 （有料入場人員 7，779名）


