
25073 9月25日 晴 重 （4中山4） 第7日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；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
1：51．9
1：50．9

不良
不良

66 ピッチパーフェクト 牝2鹿 54 丹内 祐次椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋ 41：54．2 2．2�
78 テンホワイトラブ 牝2芦 54

52 △小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 片岡 博 500＋ 6 〃 クビ 23．6�
11 ミラクルキャッツ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－ 21：54．62� 3．8�
33 ナックダンス 牝2黒鹿54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 478＋101：55．55 5．2�
79 アカサンピン 牝2栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 482－ 21：56．03 63．6�
44 ミルキーシャワー 牝2芦 54 丸山 元気吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 416－101：56．63� 268．2	
55 サイモンカリン 牝2芦 54 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 440＋ 6 〃 クビ 307．3

811 スペキオサレジーナ 牝2青鹿54 松山 弘平 MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B458－ 61：56．91� 8．8�
22 ニシノパプルブリリ 牝2黒鹿54 横山 武史西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 460± 0 〃 ハナ 20．9�
810 スウィフトアロー 牝2鹿 54 三浦 皇成青芝商事 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476－ 21：57．32� 16．5�
67 サワヤカサワチャン 牝2鹿 54 丸田 恭介荒井 城志氏 南田美知雄 新冠 竹中牧場 476－ 42：00．9大差 171．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，665，500円 複勝： 69，270，400円 枠連： 13，950，600円
馬連： 75，690，600円 馬単： 40，574，100円 ワイド： 67，736，400円
3連複： 116，967，000円 3連単： 160，747，300円 計： 603，601，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 360円 � 150円 枠 連（6－7） 2，210円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 610円 �� 240円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 586655 的中 � 215988（1番人気）
複勝票数 計 692704 的中 � 264676（1番人気）� 27755（7番人気）� 105467（3番人気）
枠連票数 計 139506 的中 （6－7） 4884（8番人気）
馬連票数 計 756906 的中 �� 20953（11番人気）
馬単票数 計 405741 的中 �� 7567（17番人気）
ワイド票数 計 677364 的中 �� 26687（9番人気）�� 83429（2番人気）�� 12081（17番人気）
3連複票数 計1169670 的中 ��� 35339（10番人気）
3連単票数 計1607473 的中 ��� 8052（49番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．5―12．6―12．6―12．4―12．7―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．4―49．0―1：01．6―1：14．0―1：26．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3
8（3，11）－2，7，1（4，10）6－9－5
8，6，11，1，3（2，10）7（4，9）＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピッチパーフェクト �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2022．8．27 札幌3着

2020．3．18生 牝2鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サワヤカサワチャン号の騎手丸田恭介は，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：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サワヤカサワチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月25日まで平

地競走に出走できない。

25074 9月25日 晴 稍重 （4中山4） 第7日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時40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
1：07．8
1：07．5

良
良

24 クリノゴッホ 牡2鹿 54 丹内 祐次栗原 正雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：09．4 16．6�
35 シャトーボビー 牡2青鹿54 田辺 裕信德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 462＋ 2 〃 ハナ 3．8�
47 ゴットリープ 牡2青鹿54 菅原 明良今村 明浩氏 栗田 徹 日高 沖田牧場 470＋ 41：09．71� 9．1�
612 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 424± 01：09．91� 3．9�
815 コパカバーナビーチ 牝2青鹿54 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 21：10．01 6．6	
611 ラブスレンダー 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 434－ 4 〃 アタマ 7．0


11 シンリンゲンカイ 牝2鹿 54 武士沢友治酒井 孝敏氏 石栗 龍彦 日高 サンシャイン
牧場 444± 01：10．1クビ 137．2�

48 サンガルガーノ 牡2鹿 54
51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 474＋141：10．2� 27．5�

36 ルビータイプ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：10．52 25．7
714 ドライカプチーノ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 442± 01：10．82 13．8�
816 アスキーアート 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 414± 01：11．01� 257．5�
12 ヘイトアルーズ 牡2鹿 54 木幡 巧也�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 410＋ 4 〃 ハナ 196．4�
23 ビ ス ケ ッ ト 牝2黒鹿54 杉原 誠人�和田牧場 和田正一郎 平取 びらとり牧場 450－ 21：11．1� 293．8�
713� ウォーターレモン 牡2栗 54

52 △永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Barry R
Ostrager 464＋ 81：11．2� 39．1�

510 トータルプラン 牡2栗 54 三浦 皇成福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 460＋ 41：11．62� 75．4�
59 ハ ス ノ ミ 牡2鹿 54 大野 拓弥�和田牧場 松永 康利 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 438＋121：13．8大差 270．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，878，600円 複勝： 76，055，000円 枠連： 18，890，400円
馬連： 90，612，100円 馬単： 35，180，200円 ワイド： 87，339，000円
3連複： 144，519，800円 3連単： 140，738，200円 計： 646，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 450円 � 180円 � 270円 枠 連（2－3） 3，160円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，450円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 40，100円

票 数

単勝票数 計 528786 的中 � 26886（7番人気）
複勝票数 計 760550 的中 � 36770（7番人気）� 127366（2番人気）� 73203（5番人気）
枠連票数 計 188904 的中 （2－3） 4628（13番人気）
馬連票数 計 906121 的中 �� 27484（12番人気）
馬単票数 計 351802 的中 �� 3808（32番人気）
ワイド票数 計 873390 的中 �� 27056（8番人気）�� 14957（19番人気）�� 33614（6番人気）
3連複票数 計1445198 的中 ��� 17263（21番人気）
3連単票数 計1407382 的中 ��� 2544（139番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノゴッホ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Lawman デビュー 2022．6．11 函館6着

2020．2．25生 牡2鹿 母 カムホームラッシー 母母 Green Lassy 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハスノミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月25日まで平地競走に出

走できない。

第４回 中山競馬 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



25075 9月25日 晴 稍重 （4中山4） 第7日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時10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
1：46．4
1：44．5

良
良

34 マイネルカンパーナ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �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 400＋ 41：49．9 9．4�

610 ユイノオトコヤマ 牡2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 454＋ 4 〃 アタマ 58．0�
46 シンキングサベージ 牡2鹿 54 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 488± 01：50．32� 2．9�
813 コスモアバンサ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 日高 沖田牧場 464－ 41：50．4クビ 13．2�
22 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 458＋ 4 〃 アタマ 53．3	
33 エンライトメント 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 464－ 2 〃 アタマ 2．5

711 ビップピュアエース 牝2栗 54

52 △小林 凌大鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 432＋ 21：50．93 66．5�
57 グランラウディー 牡2鹿 54

52 △永野 猛蔵小島 章義氏 黒岩 陽一 新冠 ハクレイファーム 502± 0 〃 アタマ 190．9�
58 ヴ ン ダ ー 牝2栗 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 アタマ 17．4
814 アイワナアイドル 牝2鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム 400－ 81：51．32� 11．1�
11 マロンアイス 牡2鹿 54 石橋 脩保坂 和孝氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 484＋ 81：51．61� 228．3�
45 シ ャ ン デ ル 牝2黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 クビ 18．5�
712 タニセンイメル 牡2栗 54 田辺 裕信染谷 幸雄氏 加藤士津八 新ひだか 前田ファーム 464＋ 81：52．66 45．1�
69 ヒマワリノコ 牝2黒鹿54 内田 博幸前田 亘輝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 444＋ 61：52．7� 331．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，331，100円 複勝： 67，071，700円 枠連： 17，873，500円
馬連： 79，065，100円 馬単： 36，916，900円 ワイド： 78，534，500円
3連複： 130，905，100円 3連単： 150，841，800円 計： 614，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 970円 � 150円 枠 連（3－6） 3，530円

馬 連 �� 19，990円 馬 単 �� 31，210円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 500円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 181，060円

票 数

単勝票数 計 533311 的中 � 47501（3番人気）
複勝票数 計 670717 的中 � 68572（3番人気）� 12885（11番人気）� 159147（2番人気）
枠連票数 計 178735 的中 （3－6） 3913（11番人気）
馬連票数 計 790651 的中 �� 3065（31番人気）
馬単票数 計 369169 的中 �� 887（61番人気）
ワイド票数 計 785345 的中 �� 4546（33番人気）�� 44145（3番人気）�� 8020（24番人気）
3連複票数 計1309051 的中 ��� 4881（53番人気）
3連単票数 計1508418 的中 ��� 604（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―36．8―49．1―1：01．1―1：13．4―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3
6（8，11）（3，4）14（2，10）7，13（1，12）（5，9）・（6，8，11）（3，4，14）（2，10，7）－13－1，12（5，9）

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

勝馬の
紹 介

マイネルカンパーナ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Linamix デビュー 2022．9．3 新潟4着

2020．4．17生 牡2鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 2戦1勝 賞金 6，300，000円

25076 9月25日 晴 重 （4中山4） 第7日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時40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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 トモジャシーマ 牡2黒鹿54 横山 典弘吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 492 ―1：12．3 6．1�
815 メイデンタワー 牝2栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 438 ―1：12．4� 1．9�
12 ディアナゼロス 牝2栗 54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 454 ―1：12．82� 4．9�
24 ドウダンミッチー 牡2栗 54 木幡 初也茂木 国久氏 武市 康男 浦河 大道牧場 454 ―1：13．12 70．8�
713 アスクトゥマッチ 牡2栗 54

52 △横山 琉人廣崎 利洋氏 中舘 英二 平取 株式会社
ASK STUD 422 ―1：13．2クビ 90．8�

36 スングリダンダン 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 424 ―1：13．31 30．6	
510 エリアントゥス 牝2芦 54 丹内 祐次尾上 寿夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 456 ―1：13．4クビ 12．8

23 ラブルパイル 牡2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 庄野牧場 430 ― 〃 クビ 94．3�
47 イスラデルノルテ 牡2黒鹿54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 446 ― 〃 ハナ 20．1�
35 ジャパンガール 牝2鹿 54 丸山 元気阿部東亜子氏 土田 稔 新ひだか 今 牧場 454 ―1：13．82 71．7
59 ミサイルビスケッツ 牝2栗 54 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 420 ―1：14．33 32．4�
816 テーオーマツカゼ 牡2栗 54 丸田 恭介大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 462 ―1：14．4� 49．9�
612 シ ュ ン セ ツ 牝2芦 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 462 ―1：14．61� 144．3�
11 ラ テ ラ リ ス 牝2栗 54 菅原 明良石井 輝昭氏 高橋 裕 日高 豊洋牧場 458 ― 〃 クビ 26．5�
714 ビッグファイト 牡2鹿 54

51 ▲水沼 元輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 八島 夕起子 406 ―1：15．34 201．4�
48 スクリプタム 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 広富牧場 480 ―1：15．82� 143．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，232，700円 複勝： 59，316，300円 枠連： 18，960，700円
馬連： 72，423，600円 馬単： 38，545，700円 ワイド： 68，291，300円
3連複： 110，121，300円 3連単： 123，316，700円 計： 557，208，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 270円 �� 420円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 662327 的中 � 90280（3番人気）
複勝票数 計 593163 的中 � 75344（3番人気）� 179061（1番人気）� 102370（2番人気）
枠連票数 計 189607 的中 （6－8） 21862（2番人気）
馬連票数 計 724236 的中 �� 95331（2番人気）
馬単票数 計 385457 的中 �� 19394（4番人気）
ワイド票数 計 682913 的中 �� 65367（2番人気）�� 37265（3番人気）�� 71804（1番人気）
3連複票数 計1101213 的中 ��� 79067（1番人気）
3連単票数 計1233167 的中 ��� 15679（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．6―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．8―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．1
3 6，11（2，10，15）（1，13）（4，5）－（3，12）－（7，14）（9，16）＝8 4 6，11，2（10，15）13，1（4，5，12）3，7（14，16）9＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャシーマ �
�
父 シャンハイボビー �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2020．4．22生 牡2黒鹿 母 ステラーホープ 母母 サンデーワールド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シュンセツ号の騎手山田敬士は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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 レジェンダシチー号



25077 9月25日 晴 良 （4中山4） 第7日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時30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
1：58．9
1：58．5

良
良

77 スマラグドス 牡2栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 476 ―2：06．3 3．6�
55 サトノシトラス 牡2鹿 54 横山 武史 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：06．51� 11．5�
33 ポーラライツ 牡2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 444 ―2：06．6� 2．6�
22 デルマオクリダシ 牡2鹿 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458 ―2：06．71 56．5�
44 ジャスパーバローズ 牡2黒鹿54 菅原 明良猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 桑田フアーム 504 ―2：07．01� 15．0	
11 エアアレクサンドラ 牝2黒鹿54 横山 和生 �ラッキーフィールド田中 博康 安平 ノーザンファーム 454 ―2：07．1� 22．4

89 ブルーハートリリー 牝2青鹿54 津村 明秀吉田 千津氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 464 ―2：07．2クビ 31．7�
66 ヤマニンファシオ 牡2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 村田 一誠 浦河 廣田 光夫 452 ―2：07．51� 131．1�
78 ハ ン モ ッ ク 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 478 ―2：08．56 43．3
810 イ ン タ ク ト 牡2黒鹿54 福永 祐一前田 幸大氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―2：08．71 3．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 74，407，800円 複勝： 59，310，500円 枠連： 10，426，400円
馬連： 71，406，500円 馬単： 38，537，400円 ワイド： 60，552，800円
3連複： 100，852，000円 3連単： 156，678，900円 計： 572，172，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 180円 � 120円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，570円

票 数

単勝票数 計 744078 的中 � 174676（2番人気）
複勝票数 計 593105 的中 � 134684（2番人気）� 63262（4番人気）� 144968（1番人気）
枠連票数 計 104264 的中 （5－7） 4559（6番人気）
馬連票数 計 714065 的中 �� 28038（7番人気）
馬単票数 計 385374 的中 �� 10498（11番人気）
ワイド票数 計 605528 的中 �� 24341（8番人気）�� 83218（1番人気）�� 41079（4番人気）
3連複票数 計1008520 的中 ��� 50944（3番人気）
3連単票数 計1566789 的中 ��� 13246（26番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．9―13．2―13．6―12．8―13．0―12．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―38．6―51．8―1：05．4―1：18．2―1：31．2―1：43．3―1：54．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマラグドス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mount Nelson 初出走

2020．2．26生 牡2栗 母 エメラルドスター 母母 Ares Vallis 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ポーラライツ号は，枠入り不良。

25078 9月25日 晴 重 （4中山4） 第7日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）

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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

59 パ ウ オ レ 牝3栗 53 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 460＋ 21：09．8 1．4�

612 セイウンハルカニ 牡3青鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 472＋ 41：10．54 20．3�
611 ボルタドマール 牡3鹿 55

54 ☆秋山 稔樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508－ 61：10．6クビ 8．3�
48 アポロプラネット 牡3青鹿55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 494＋ 21：11．02� 8．9�
510 ブレーヴトライ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 472－ 1 〃 アタマ 30．9�
36 アポログランツ 牡4栗 57

55 △永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 496－101：11．1� 39．3	
35 トーセンインディゴ 牡4鹿 57 横山 和生島川 
哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－121：11．31 38．8�
816� ポルタフォルトゥナ 牝3鹿 53 柴田 大知酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 81：11．4� 14．0�
47 ハッピーアナザー 牡4栗 57 江田 照男永見 貴昭氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：11．5� 56．6
24 チアフルローズ 牝6青鹿 55

53 △横山 琉人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 488± 0 〃 クビ 29．9�

23 ブロードマリー 牝4鹿 55 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B452＋161：11．6� 153．6�
11 カガジャスティス �5鹿 57

55 △小林 凌大香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 522± 0 〃 クビ 137．2�
713� シアープレジャー 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：11．7クビ 137．2�
815 ニシノフウジン 牡3鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 466＋ 4 〃 同着 105．9�
714� ライラテソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 500－ 81：11．8� 60．1�
12 ロ ジ ロ ー ズ 牡4黒鹿57 石川裕紀人久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：12．97 195．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，938，300円 複勝： 249，373，800円 枠連： 21，621，800円
馬連： 89，207，700円 馬単： 56，195，500円 ワイド： 89，776，600円
3連複： 147，940，500円 3連単： 235，639，600円 計： 947，693，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 350円 � 180円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 579383 的中 � 329881（1番人気）
複勝票数 計2493738 的中 � 1934036（1番人気）� 39755（6番人気）� 107128（3番人気）
枠連票数 計 216218 的中 （5－6） 50983（1番人気）
馬連票数 計 892077 的中 �� 60396（4番人気）
馬単票数 計 561955 的中 �� 27532（4番人気）
ワイド票数 計 897766 的中 �� 46483（4番人気）�� 125549（1番人気）�� 14272（14番人気）
3連複票数 計1479405 的中 ��� 53521（4番人気）
3連単票数 計2356396 的中 ��� 30730（10番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．2―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．3
3 ・（9，11）7（12，13）－（6，8，16）10（4，14）（3，5）（1，2，15） 4 ・（9，11）（7，12，13）－（6，8，16）－10－（4，14，5）3，15（1，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パ ウ オ レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2021．11．7 阪神9着

2019．3．2生 牝3栗 母 エイシンピカデリー 母母 Lady’s Laughter 5戦2勝 賞金 16，700，000円



25079 9月25日 晴 良 （4中山4） 第7日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：30．3
1：30．3

良
良

47 ディープリッチ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：34．5 5．8�
24 デコラシオン 牡3鹿 55 菅原 明良 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム B502＋ 21：34．71� 5．4�

11 ララサンスフル 牝4黒鹿55 中井 裕二フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 492± 0 〃 ハナ 41．8�
（法942）

23 フ ォ レ ス タ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 長浜 秀昭 426－ 2 〃 クビ 8．0�
35 フィールシンパシー 牝3鹿 53

51 △横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 61：34．91� 12．5	
510 ディープレイヤー 牡3黒鹿55 川田 将雅嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 482－ 4 〃 ハナ 6．4

59 ベストフィーリング 牡3鹿 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 ハナ 3．1�
714� ロングボウマン 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 474－ 61：35．11� 38．3�
612	 キフジンノドレス 牝4芦 55

53 △小林 脩斗丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 494－ 41：35．2� 51．9
611 スマートルグラン 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 430± 01：35．41� 171．4�
713 レッツリブオン 牡3黒鹿55 松山 弘平�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466＋ 6 〃 アタマ 12．0�
48 アドマイヤレビン 牡4鹿 57 吉田 豊近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：35．82� 155．4�
36 	 ブライドグルーム 
5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋181：35．9アタマ 125．5�
12 	 タカイチイチロウ 牡4鹿 57 江田 照男髙橋 一郎氏 天間 昭一 浦河 カナイシスタッド 440＋ 11：36．11� 141．6�
815 ニシノメグレス 牝3黒鹿53 野中悠太郎西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 418＋ 81：36．2クビ 32．2�
816 ヒナノコバン 牡5鹿 57 菱田 裕二日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 B476＋101：37．68 293．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，765，700円 複勝： 101，752，900円 枠連： 24，458，400円
馬連： 113，373，100円 馬単： 42，672，700円 ワイド： 107，187，200円
3連複： 182，013，300円 3連単： 185，795，600円 計： 821，018，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 230円 � 770円 枠 連（2－4） 1，100円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 800円 �� 3，060円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 20，400円 3 連 単 ��� 86，840円

票 数

単勝票数 計 637657 的中 � 87796（3番人気）
複勝票数 計1017529 的中 � 137641（2番人気）� 125560（4番人気）� 28057（9番人気）
枠連票数 計 244584 的中 （2－4） 17215（4番人気）
馬連票数 計1133731 的中 �� 43369（7番人気）
馬単票数 計 426727 的中 �� 7979（18番人気）
ワイド票数 計1071872 的中 �� 36167（9番人気）�� 8808（33番人気）�� 9315（29番人気）
3連複票数 計1820133 的中 ��� 6691（66番人気）
3連単票数 計1857956 的中 ��� 1551（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．4―46．8―58．5―1：10．3―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープリッチ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2020．10．10 東京1着

2018．2．19生 牡4黒鹿 母 デビルズコーナー 母母 Devil’s Banner 15戦2勝 賞金 32，906，000円
〔制裁〕 キフジンノドレス号の騎手小林脩斗は，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。

デコラシオン号の騎手菅原明良は，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10，000円。（被害馬：10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 オルテール号・クイーンドライヴ号・スパークオブライフ号・モンタナアゲート号

25080 9月25日 晴 稍重 （4中山4） 第7日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00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

813 スピードソルジャー 牡3栗 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 500＋141：53．3 4．8�
44 ト リ グ ラ フ 牡3鹿 54

52 △永野 猛蔵山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 442± 01：53．51� 8．2�
710 マイネルサハラ 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 B468－ 41：53．81� 5．6�
711 スズノテレサ 牝3黒鹿52 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 436± 01：54．22� 4．2�
33 フェズカズマ 牡3栗 54 菱田 裕二合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478－ 41：54．73 6．4�
57 タケルジャック 牡4青鹿 57

55 △山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 01：55．01� 68．9	
22 サクララージャン 牡6青鹿 57

55 △小林 凌大�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 494－ 61：55．1� 18．9

68 フェスティヴボス 牡3黒鹿54 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 476＋ 41：55．2クビ 72．4�
11 セ ル ジ ュ 牡4鹿 57 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 アタマ 9．8�
812� ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57 菊沢 一樹ヌンクラブ� 堀内 岳志 浦河 不二牧場 462＋ 61：55．3� 141．3
56 キ ュ ン 牝4黒鹿55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 460－ 81：55．4� 8．2�
69 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B512＋10 〃 クビ 31．3�
45 セータステソーロ 牡4栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 506－ 81：55．82 96．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 49，416，900円 複勝： 75，779，800円 枠連： 20，260，300円
馬連： 100，391，300円 馬単： 37，353，300円 ワイド： 85，561，700円
3連複： 147，099，600円 3連単： 150，325，800円 計： 666，188，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 230円 � 170円 枠 連（4－8） 1，990円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 494169 的中 � 82172（2番人気）
複勝票数 計 757798 的中 � 126042（2番人気）� 74291（5番人気）� 119712（3番人気）
枠連票数 計 202603 的中 （4－8） 7879（8番人気）
馬連票数 計1003913 的中 �� 41408（7番人気）
馬単票数 計 373533 的中 �� 7990（10番人気）
ワイド票数 計 855617 的中 �� 34847（5番人気）�� 40893（3番人気）�� 33090（6番人気）
3連複票数 計1470996 的中 ��� 43126（3番人気）
3連単票数 計1503258 的中 ��� 8059（19番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．4―12．3―12．2―12．6―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．5―49．8―1：02．0―1：14．6―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3
3（2，8）10，6（1，11）7－13－4，9（5，12）
3（2，8）10，11，1（6，13）7，4，9－（5，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピードソルジャー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．9．20 中山4着

2019．4．22生 牡3栗 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 8戦2勝 賞金 17，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25081 9月25日 晴 良 （4中山4） 第7日 第9競走 ��1，600�
き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス，R3．9．25以降R4．9．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

45 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿53 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋ 21：34．0 19．5�

813 アオイカツマ 牡4鹿 54 永野 猛蔵新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 B476＋ 61：34．21� 24．9�
44 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 54 菅原 明良中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 41：34．3� 8．6�
22 ゲンパチアイアン 牡5鹿 54 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 482＋ 6 〃 ハナ 12．0�
812 イルヴェントデーア 牝6鹿 51 秋山 稔樹 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 472－ 41：34．5� 22．7	

57 カイザーノヴァ 牡4鹿 53 内田 博幸広尾レース� 鈴木慎太郎 新ひだか 木村 秀則 470＋161：34．6� 46．7

68 ハローユニコーン 牝8鹿 52 丸山 元気 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 478＋ 4 〃 ハナ 48．1�
711 ロールアップ 牝3鹿 52 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 浦河 酒井牧場 452－ 21：34．7� 1．5�
33 シベリアンタイガー �11鹿 51 水沼 元輝岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 492＋ 41：34．91 205．1
710 ネバーゴーンアウト �5青鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 492＋141：35．0� 61．7�
56 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿55 松山 弘平平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 498－ 61：35．1� 5．1�
69 	 トゥインクルリーフ 牝6鹿 51 横山 琉人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 81：35．95 95．2�
11 クリノカポネ �7鹿 52 菱田 裕二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 21：36．11
 178．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 62，000，400円 複勝： 133，505，700円 枠連： 21，465，600円
馬連： 104，588，100円 馬単： 61，766，300円 ワイド： 91，991，000円
3連複： 163，590，300円 3連単： 272，830，200円 計： 911，737，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 690円 � 1，040円 � 380円 枠 連（4－8） 2，620円

馬 連 �� 17，620円 馬 単 �� 42，930円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 1，110円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 27，210円 3 連 単 ��� 247，870円

票 数

単勝票数 計 620004 的中 � 25327（5番人気）
複勝票数 計1335057 的中 � 49862（5番人気）� 31987（7番人気）� 101600（3番人気）
枠連票数 計 214656 的中 （4－8） 6347（9番人気）
馬連票数 計1045881 的中 �� 4600（32番人気）
馬単票数 計 617663 的中 �� 1079（63番人気）
ワイド票数 計 919910 的中 �� 5205（33番人気）�� 22031（12番人気）�� 9867（23番人気）
3連複票数 計1635903 的中 ��� 4508（65番人気）
3連単票数 計2728302 的中 ��� 798（433番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．6―45．8―57．4―1：09．3―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．6

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

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

トーセンヴァンノ �
�
父 ヴァンキッシュラン �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2021．6．27 札幌2着

2019．3．13生 牡3黒鹿 母 トーセンソニア 母母 ヘニーズソング 16戦2勝 賞金 46，166，000円

25082 9月25日 晴 稍重 （4中山4） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

うちぼう

内房ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
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54�4歳以上
57�，牝馬2�減

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 キタノリューオー 牡4鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 472－ 41：51．9 11．9�
36 サトノロイヤル 牡4鹿 57 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B500－ 61：52．0クビ 7．7�
612 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 520－ 61：52．21� 6．9�
59 オンザライン 牡4青鹿57 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450＋ 21：52．3	 4．0�
12 ト ラ モ ン ト 
5栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508－ 21：52．5	 29．5	
23 グラスブルース 牡8鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B512＋ 41：52．6� 194．5

24 ダノンブレット 牡4栗 57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B518＋ 41：52．81� 16．5�
47 グランツアーテム 牡4鹿 57 宮崎 北斗ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中川 公成 様似 髙村 伸一 504＋ 6 〃 ハナ 18．8�
815� ロードインファイト 牡5黒鹿57 川田 将雅 �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 B452± 01：53．11	 5．0
816 スノームーン 牝4鹿 55 菅原 明良�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 464± 0 〃 アタマ 20．3�
611 カフェスペランツァ 牡5鹿 57 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 8 〃 ハナ 94．1�
510 デルマオニキス 牡5芦 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 486－ 41：53．3	 143．5�
11 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 丹内 祐次小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：53．72 32．4�
35 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 戸崎 圭太北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 448＋ 21：54．02 8．6�
713 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 三浦 皇成�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 496± 01：54．31	 47．9�
48 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 石橋 脩田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B540± 01：54．61	 16．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，888，800円 複勝： 119，602，600円 枠連： 40，110，900円
馬連： 183，337，700円 馬単： 64，547，200円 ワイド： 150，103，100円
3連複： 300，787，600円 3連単： 295，545，200円 計： 1，229，923，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 320円 � 270円 � 260円 枠 連（3－7） 2，290円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，510円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 113，610円

票 数

単勝票数 計 758888 的中 � 50598（6番人気）
複勝票数 計1196026 的中 � 91825（6番人気）� 120375（4番人気）� 123561（3番人気）
枠連票数 計 401109 的中 （3－7） 13567（11番人気）
馬連票数 計1833377 的中 �� 24704（20番人気）
馬単票数 計 645472 的中 �� 4298（41番人気）
ワイド票数 計1501031 的中 �� 21970（18番人気）�� 25527（15番人気）�� 34486（11番人気）
3連複票数 計3007876 的中 ��� 13898（57番人気）
3連単票数 計2955452 的中 ��� 1886（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―49．5―1：01．4―1：13．7―1：26．1―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

キタノリューオー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．1．9 中山6着

2018．4．21生 牡4鹿 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 17戦4勝 賞金 61，923，000円
〔制裁〕 グラスブルース号の騎手木幡巧也は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

キタノリューオー号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・15番・13
番・1番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スギノマジェスティ号・ダッチマン号・ペイシャクェーサー号・ペガサス号・ベルジュネス号

１レース目 ３レース目



25083 9月25日 晴 良 （4中山4） 第7日 第11競走 ��
��2，200�第68回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，R3．9．25以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，R3．9．24以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

22 ジェラルディーナ 牝4鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：12．7 19．5�
11 ロバートソンキー 牡5鹿 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 478－ 22：12．91� 23．9�
33 ウインキートス 牝5黒鹿54 松岡 正海�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：13．11	 33．2�
813 バ ビ ッ ト 牡5栗 56 横山 典弘宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 474＋142：13．2クビ 73．1�
710 テーオーロイヤル 牡4鹿 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 460± 02：13．51
 7．3	
68 デアリングタクト 牝5青鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 484＋ 42：13．71� 2．0

45 ヴェルトライゼンデ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 アタマ 5．4�
69 クレッシェンドラヴ 牡8鹿 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 492－ 42：14．23 160．0�
812 フライライクバード 牡5黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 02：14．3� 81．6
711 キングオブドラゴン 牡5黒鹿56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502＋ 22：14．4� 48．6�
56 クリスタルブラック 牡5黒鹿56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 488＋14 〃 クビ 148．7�
57 アドマイヤアルバ �7鹿 56 原田 和真近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 472± 02：14．5クビ 359．6�
44 ソーヴァリアント 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 508± 02：24．6大差 3．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 469，059，100円 複勝： 432，278，400円 枠連： 144，076，500円 馬連： 919，554，400円 馬単： 417，529，400円
ワイド： 674，351，200円 3連複： 1，644，196，300円 3連単： 2，798，042，900円 5重勝： 647，331，300円 計： 8，146，419，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 550円 � 570円 � 560円 枠 連（1－2） 10，080円

馬 連 �� 10，970円 馬 単 �� 23，660円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 3，180円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 32，870円 3 連 単 ��� 246，180円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 45，313，190円

票 数

単勝票数 計4690591 的中 � 192028（5番人気）
複勝票数 計4322784 的中 � 208797（5番人気）� 200664（7番人気）� 204026（6番人気）
枠連票数 計1440765 的中 （1－2） 11070（19番人気）
馬連票数 計9195544 的中 �� 64922（24番人気）
馬単票数 計4175294 的中 �� 13232（47番人気）
ワイド票数 計6743512 的中 �� 61201（24番人気）�� 54618（26番人気）�� 47557（29番人気）
3連複票数 計16441963 的中 ��� 37515（64番人気）
3連単票数 計27980429 的中 ��� 8240（391番人気）
5重勝票数 計6473313 的中 ����� 10

ハロンタイム 12．3―11．6―12．6―12．4―12．2―12．1―12．0―11．9―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．9―36．5―48．9―1：01．1―1：13．2―1：25．2―1：37．1―1：48．9―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝4鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 15戦5勝 賞金 165，187，000円
〔制裁〕 バビット号の騎手横山典弘は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・4番）
〔その他〕 ソーヴァリアント号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジェラルディーナ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月25日 晴 稍重 （4中山4） 第7日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

36 ヤマトコウセイ 牝3鹿 53
51 △小林 脩斗鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 21：09．7 6．1�

24 マイステージ 牝4鹿 55
53 △小林 凌大冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 444－ 21：10．23 26．0�

612 トウカイファクター 牡3青鹿 55
52 ▲佐々木大輔内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462＋ 21：10．41� 6．1�

611 ビーオンザマーチ 牝3栗 53 津村 明秀吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 468＋141：10．61� 3．4�
510� ディアノイア 牝4黒鹿55 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 480－ 21：10．7	 3．7�
23 ニルカンタテソーロ 牡5栗 57

55 △山田 敬士了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B446＋101：11．23 17．8	

714 モリノカワセミ 牝6鹿 55
52 ▲西塚 洸二森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 478± 01：11．41 58．3


59 ノボベルサイユ 牝4青鹿55 菅原 明良矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 490＋10 〃 ハナ 13．5�
47 サブロンカズマ 牡4鹿 57 江田 照男合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：11．71	 121．7�
713 ケイアイマリブ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B488－ 2 〃 クビ 50．2
815 セントクリーガー 牝5鹿 55 井上 敏樹中居 路博氏 天間 昭一 日高 モリナガファーム 508－ 41：11．91� 173．2�
48 サ ツ キ マ ス 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 456＋ 81：12．0� 71．3�
816 アコルドエール 
5栗 57 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490－121：12．1クビ 69．2�
12 �� ベストマジック 牡6鹿 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B504－ 81：12．2� 9．8�
35 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 53

51 △横山 琉人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B450－121：12．84 67．5�
11 ク ロ ッ チ 
5黒鹿57 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 456－ 41：12．9� 89．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，691，000円 複勝： 168，824，400円 枠連： 61，448，000円
馬連： 248，866，300円 馬単： 92，299，700円 ワイド： 221，782，000円
3連複： 386，271，300円 3連単： 439，544，000円 計： 1，768，726，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 460円 � 220円 枠 連（2－3） 2，610円

馬 連 �� 7，950円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 560円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 90，990円

票 数

単勝票数 計1496910 的中 � 196126（3番人気）
複勝票数 計1688244 的中 � 229849（3番人気）� 80945（8番人気）� 210453（4番人気）
枠連票数 計 614480 的中 （2－3） 18225（10番人気）
馬連票数 計2488663 的中 �� 24249（23番人気）
馬単票数 計 922997 的中 �� 5117（46番人気）
ワイド票数 計2217820 的中 �� 25450（25番人気）�� 110191（2番人気）�� 23919（26番人気）
3連複票数 計3862713 的中 ��� 18272（50番人気）
3連単票数 計4395440 的中 ��� 3502（275番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．1―11．5―11．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．2―44．7―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．5
3 6，12，11（5，10）9，13（2，4，14）3（1，8）（7，16）15 4 6－12，11－（5，10）9（4，13，14）3（2，8）7（1，16，15）

勝馬の
紹 介

ヤマトコウセイ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．2．17生 牝3鹿 母 メルティーキス 母母 ワルツダンサー 9戦3勝 賞金 28，548，000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。
（非抽選馬） 2頭 スズカユース号・ペイシャリルキス号

５レース目



（4中山4）第7日 9月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

313，070，000円
34，530，000円
2，190，000円
40，790，000円
3，000，000円
78，223，000円
4，896，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，233，275，900円
1，612，141，500円
413，543，100円
2，148，516，500円
962，118，400円
1，783，206，800円
3，575，264，100円
5，110，046，200円
647，331，300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
5 重 勝
計 17，485，443，800円

総入場人員 21，944名 （有料入場人員 21，273名）
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