
26013 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2日 第1競走 1，800�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 5，200，000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
1：51．2
1：50．9

重
不良

66 ビューティーワン 牝2栗 54 川田 将雅�コスモ・コスモ 武 英智 安平 追分ファーム 502＋ 81：53．9 1．5�
55 タガノフリューゲル 牡2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－101：54．53� 9．6�
811 タイセイマイティ 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 B476－20 〃 クビ 4．8�
22 メイショウコガシラ 牡2黒鹿54 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476± 01：54．6� 63．9�
67 ゴッドスピードレオ 牡2鹿 54 和田 竜二重野 心平氏 宮本 博 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 494－ 21：56．09 103．7�
78 ハーベストデイ 牡2栗 54 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476－ 61：56．31� 21．3

11 カーメルビーチ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：56．4� 45．7�
810 ヘラクレスノット 牡2栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム B460－ 21：57．03� 15．7�
33 ニホンピロビート 牡2青鹿54 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474＋ 61：57．1� 268．0
79 サウンドアルジュナ 牡2鹿 54 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 新冠 飛渡牧場 460＋101：58．9大差 42．2�
44 リリーバローズ 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 444－ 22：00．07 14．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 41，009，900円 複勝： 137，480，300円 枠連： 8，390，500円
馬連： 48，301，300円 馬単： 34，239，700円 ワイド： 45，956，700円
3連複： 76，886，500円 3連単： 133，450，100円 計： 525，715，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 200円 �� 450円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 410099 的中 � 216741（1番人気）
複勝票数 計1374803 的中 � 993134（1番人気）� 82114（3番人気）� 83178（2番人気）
枠連票数 計 83905 的中 （5－6） 15312（2番人気）
馬連票数 計 483013 的中 �� 88219（2番人気）
馬単票数 計 342397 的中 �� 50065（1番人気）
ワイド票数 計 459567 的中 �� 72209（1番人気）�� 63806（2番人気）�� 20897（6番人気）
3連複票数 計 768865 的中 ��� 78040（1番人気）
3連単票数 計1334501 的中 ��� 53327（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．3―13．0―12．5―12．5―12．8―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．3―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．1―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビューティーワン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Crocker Road デビュー 2022．6．5 東京3着

2020．3．11生 牝2栗 母 ディヴィナプレシオーサ 母母 Hecate 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月11日まで平地競

走に出走できない。

26014 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

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
1：33．1
1：32．3

良
良

78 トゥーテイルズ 牝2青鹿 54
50 ★今村 聖奈金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋101：35．2 6．2�
44 ア イ サ マ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介伊藤 弘人氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 416－101：35．3クビ 20．8�
67 シャルラハロート 牝2栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 432－101：35．51� 3．4�
11 ルクスドヌーヴ 牝2鹿 54 川田 将雅�ルクス 須貝 尚介 日高 いとう牧場 438＋ 61：35．71� 5．2�
22 キャロルビアンカ 牝2鹿 54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464－ 21：35．8� 232．3	
810 サトノキャサリン 牝2栗 54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 420－ 6 〃 クビ 3．7

55 トーホウダリンシア 牝2栗 54 福永 祐一東豊物産� 石坂 公一 千歳 社台ファーム 408－121：36．01� 22．6�
79 ライジングラパス 牝2黒鹿54 国分 恭介�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 420－101：36．1� 20．0
66 キタサンエルピス 牝2黒鹿54 荻野 極�大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 8．5�
811 モンテナルス 牝2青鹿54 北村 友一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 430－ 81：36．2� 238．3�
33 マサハヤヴァンス 牝2鹿 54 団野 大成中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 422＋ 81：36．3� 73．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，113，400円 複勝： 64，983，000円 枠連： 9，278，500円
馬連： 65，174，500円 馬単： 28，557，900円 ワイド： 58，978，000円
3連複： 98，290，600円 3連単： 118，405，600円 計： 488，781，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 440円 � 160円 枠 連（4－7） 4，220円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 450円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 451134 的中 � 60576（4番人気）
複勝票数 計 649830 的中 � 79163（5番人気）� 29838（6番人気）� 130382（2番人気）
枠連票数 計 92785 的中 （4－7） 1700（12番人気）
馬連票数 計 651745 的中 �� 10152（17番人気）
馬単票数 計 285579 的中 �� 2634（27番人気）
ワイド票数 計 589780 的中 �� 11473（17番人気）�� 36361（4番人気）�� 15364（11番人気）
3連複票数 計 982906 的中 ��� 18272（13番人気）
3連単票数 計1184056 的中 ��� 2972（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．7―48．6―1：00．6―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

トゥーテイルズ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．6．4 中京6着

2020．3．1生 牝2青鹿 母 ウ リ ウ リ 母母 ウィキウィキ 2戦1勝 賞金 5，200，000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２日



26015 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2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 5，200，000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
1：20．9
1：20．1

良
良

711 ロードスパイラル 牡2鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 41：21．3 4．3�
44 ペイシャフラワー 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 高橋 康之 新ひだか 友田牧場 460＋ 41：21．4� 4．4�
57 クリノアグレッシブ 牡2青鹿54 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 安平 ゼットステーブル 490－ 61：21．5� 145．0�
69 キングオブザナイル 牡2鹿 54 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 浦河 �川 啓一 480－ 41：21．7� 228．0�
813 スリーブリランテ 牡2鹿 54 松山 弘平永井商事� 長谷川浩大 平取 稲原牧場 476＋ 4 〃 アタマ 21．7�
812 ヴァルダリス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 	社台レースホース杉山 佳明 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 クビ 24．7

22 ル フ レ ー ヴ 牡2黒鹿54 川田 将雅長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 472＋101：21．91� 4．6�
56 エ フ ボ マ 牝2黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 456＋ 6 〃 ハナ 68．5�
710 キールロワイヤル 牡2鹿 54 団野 大成�G1レーシング 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 10．7
33 ビップクロエ 牝2鹿 54 和田 竜二鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 456－ 41：22．0クビ 7．2�
11 ショウナンダグラス 牡2黒鹿54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 480－ 61：22．1� 6．4�
45 ショウナンマラマ 牝2黒鹿54 幸 英明国本 哲秀氏 西園 正都 日高 天羽牧場 446＋ 61：22．73� 62．3�
68 エスオールージュ 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂岡本 昌市氏 藤沢 則雄 様似 猿倉牧場 440－ 41：23．23 235．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，754，200円 複勝： 75，463，800円 枠連： 12，833，100円
馬連： 71，027，600円 馬単： 27，791，300円 ワイド： 69，521，800円
3連複： 114，231，200円 3連単： 110，502，900円 計： 529，125，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 1，950円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 340円 �� 7，130円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 31，560円 3 連 単 ��� 120，470円

票 数

単勝票数 計 477542 的中 � 91775（1番人気）
複勝票数 計 754638 的中 � 132738（2番人気）� 149674（1番人気）� 6632（11番人気）
枠連票数 計 128331 的中 （4－7） 15800（1番人気）
馬連票数 計 710276 的中 �� 61774（1番人気）
馬単票数 計 277913 的中 �� 10642（2番人気）
ワイド票数 計 695218 的中 �� 61694（1番人気）�� 2301（46番人気）�� 2689（43番人気）
3連複票数 計1142312 的中 ��� 2714（76番人気）
3連単票数 計1105029 的中 ��� 665（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．9―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードスパイラル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．6．4 東京5着

2020．2．2生 牡2鹿 母 エンジェリックレイ 母母 レディバラード 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走状況〕 スリーブリランテ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 スリーブリランテ号は，発走調教再審査。

26016 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2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

58 テーオーリカード 牡2栗 54 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 480 ―1：53．5 11．6�
610 シゲルショウグン 牡2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 シンボリ牧場 480 ―1：53．82 38．1�
813� イ サ イ ア ス 牡2栗 54 C．ルメール 飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda

Farm 452 ―1：54．22� 3．6�
22 ケ イ エ イ ト 牡2鹿 54 和田 竜二武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440 ―1：54．83� 58．8�
69 タカサンフェイス 牡2栗 54 菱田 裕二 STレーシング 森田 直行 日高 出口牧場 460 ―1：55．43� 71．4�
11 サンテックス 牡2鹿 54

52 △松本 大輝橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 516 ―1：55．71� 6．0�
57 アラモードジェンヌ 牝2青鹿 54

50 ★今村 聖奈福盛 訓之氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456 ―1：56．01� 6．3	
33 ヒ ロ ノ リ ク 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 ヤスナカファーム 476 ― 〃 クビ 36．6

46 リ コ ル ド 牝2黒鹿54 国分 恭介鈴木 真氏 茶木 太樹 浦河 高岸 順一 502 ―1：56．1クビ 32．7�
814 ナムラアンソニー 牡2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 中竹 和也 日高 いとう牧場 494 ―1：56．84 99．1�
712 リュウノラファール 牡2鹿 54 藤岡 佑介蓑島 竜一氏 四位 洋文 新ひだか 飛野牧場 488 ―1：57．22� 16．8
34 � ピンクソレイユ 牡2鹿 54 福永 祐一 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Doug Branham &

Felicia Branham 466 ―1：57．73 5．2�
45 クラウンオーシャン 牝2鹿 54

53 ☆角田 大和河原 義宏氏 角田 晃一 浦河 桑田フアーム 462 ―1：58．97 122．9�
711 テイエムリッキー 牡2青鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 508 ―1：59．53� 8．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，645，300円 複勝： 57，696，900円 枠連： 13，257，400円
馬連： 62，903，100円 馬単： 26，195，100円 ワイド： 57，302，900円
3連複： 91，514，000円 3連単： 96，314，100円 計： 452，828，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 350円 � 680円 � 170円 枠 連（5－6） 3，510円

馬 連 �� 20，490円 馬 単 �� 31，890円

ワ イ ド �� 4，950円 �� 1，030円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 22，260円 3 連 単 ��� 177，670円

票 数

単勝票数 計 476453 的中 � 34477（6番人気）
複勝票数 計 576969 的中 � 39316（6番人気）� 18057（9番人気）� 112901（1番人気）
枠連票数 計 132574 的中 （5－6） 2926（12番人気）
馬連票数 計 629031 的中 �� 2379（53番人気）
馬単票数 計 261951 的中 �� 616（88番人気）
ワイド票数 計 573029 的中 �� 2901（49番人気）�� 14787（12番人気）�� 7208（23番人気）
3連複票数 計 915140 的中 ��� 3082（72番人気）
3連単票数 計 963141 的中 ��� 393（520番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．4―50．6―1：02．9―1：15．4―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーリカード �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2020．2．22生 牡2栗 母 ナナイロボタン 母母 アイヴォリーカラー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26017 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2日 第5競走 ��2，000�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
1：59．8
1：58．5

良
良

11 オープンファイア 牡2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512 ―2：05．8 1．3�
77 ピースオブザライフ 牝2青鹿54 団野 大成廣崎 智子氏 野中 賢二 平取 株式会社

ASK STUD 460 ― 〃 クビ 6．5�
55 ツージーフェイス 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈 STレーシング 四位 洋文 新冠 ハクレイファーム 442 ―2：05．9� 11．9�
66 アンタッチャブル 牡2栗 54 藤岡 康太�NICKS 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514 ―2：06．0クビ 11．5�
33 サンライズジーク 牡2鹿 54 坂井 瑠星�ライフハウス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496 ―2：06．11 7．5�
44 ファームツエンティ 牡2青鹿 54

53 ☆亀田 温心	ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 444 ―2：06．2� 36．8

22 テイエムチョウテン 牡2鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム

牧場株式会社 510 ―2：08．0大差 61．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 63，940，000円 複勝： 55，277，200円 枠連： 発売なし
馬連： 44，469，900円 馬単： 40，601，300円 ワイド： 38，878，900円
3連複： 50，258，500円 3連単： 184，860，200円 計： 478，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 560円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 1，780円

票 数

単勝票数 計 639400 的中 � 370281（1番人気）
複勝票数 計 552772 的中 � 370244（1番人気）� 49784（2番人気）
馬連票数 計 444699 的中 �� 82439（2番人気）
馬単票数 計 406013 的中 �� 65461（2番人気）
ワイド票数 計 388789 的中 �� 62455（2番人気）�� 37962（4番人気）�� 14600（10番人気）
3連複票数 計 502585 的中 ��� 44089（5番人気）
3連単票数 計1848602 的中 ��� 75096（6番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．8―13．9―13．3―12．9―12．4―11．5―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．6―39．4―53．3―1：06．6―1：19．5―1：31．9―1：43．4―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F33．9
1
3
・（3，7）－（2，4）6－1－5・（3，7）（2，6）（4，1）－5

2
4
3，7，2，4，6，1，5・（3，7）6，2（4，1）5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オープンファイア �

父 ディープインパクト �


母父 Ghostzapper 初出走

2020．1．25生 牡2鹿 母 ゴーマギーゴー 母母 Magibel 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26018 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�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
1：47．6
1：47．6

重
重

812 ハギノメーテル 牝3黒鹿 52
49 ★今村 聖奈日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋161：52．3 3．1�
11 ドゥライトアルディ 牝3鹿 52 藤岡 康太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B492＋101：52．72� 16．4�
811 エ レ ア イ ム 牝3青鹿52 北村 友一 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：52．8� 11．5�
44 カレンラファータ 牝3鹿 52 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 440－ 4 〃 クビ 7．6�
68 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 21：53．54 4．5�
56 トゥーレツリー 牝3栗 52 横山 典弘 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 444＋12 〃 クビ 10．5	
55 グッドインパクト 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：53．71� 31．1

22 クリノニキータ 牝5鹿 55

54 ☆小沢 大仁栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 474－ 21：54．02 16．1�
33 パレドジュスティス 牝4芦 55

53 △松本 大輝 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470＋161：54．21 26．0�
710 デ ス ペ ハ ド 牝3黒鹿 52

49 ★永島まなみ カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 山下 恭茂 482＋121：54．51� 36．4�

79 チャーチャンテン 牝4黒鹿 55
51 ★古川 奈穂田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 424＋101：54．6� 202．3�

67 ジェニーアムレット 牝4鹿 55 坂井 瑠星 スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 5．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，461，500円 複勝： 62，026，200円 枠連： 15，757，200円
馬連： 70，998，000円 馬単： 28，602，400円 ワイド： 64，642，200円
3連複： 109，373，000円 3連単： 117，281，200円 計： 512，141，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 440円 � 320円 枠 連（1－8） 2，280円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 640円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 28，440円

票 数

単勝票数 計 434615 的中 � 111730（1番人気）
複勝票数 計 620262 的中 � 105963（2番人気）� 31815（8番人気）� 48227（5番人気）
枠連票数 計 157572 的中 （1－8） 5353（10番人気）
馬連票数 計 709980 的中 �� 19722（11番人気）
馬単票数 計 286024 的中 �� 5304（16番人気）
ワイド票数 計 646422 的中 �� 16324（12番人気）�� 27213（5番人気）�� 9071（27番人気）
3連複票数 計1093730 的中 ��� 11507（25番人気）
3連単票数 計1172812 的中 ��� 2989（93番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．0―12．5―12．1―12．5―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．3―49．8―1：01．9―1：14．4―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
9，12（1，11）（3，4）－（8，7）（2，10）6＝5
12（9，4）（11，7，2）（1，3）8，10－6，5

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

勝馬の
紹 介

ハギノメーテル �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．5．8 中京4着

2019．3．17生 牝3黒鹿 母 ハギノナトゥーラ 母母 ハギノアウグラーレ 5戦2勝 賞金 14，980，000円



26019 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，700，000円 2，500，000
2，500，000

円
円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

11 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B492＋ 81：10．9 14．2�
22 � ルヴェルジェ 牝3鹿 53

50 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 米 Robert Low &

Lawana Low 484＋ 41：11．21� 6．5�
68 ナムラフランク 牡3青鹿55 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 492＋20 〃 同着 2．4�
710 モズマンジロウ �4鹿 57 松若 風馬 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 446＋ 61：11．52 4．4�
33 	 ワンダーヘイルネス �6鹿 57

55 △松本 大輝山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 484－ 41：11．81� 19．2�
56 タイガークリスエス 牡3黒鹿55 秋山真一郎伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 468－ 41：12．22
 27．1	
67 	 スエヒロヴァン 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 470± 01：12．41 161．8

44 アルムブラーヴ 牡3青鹿55 松山 弘平﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B480＋ 61：13．14 15．4�
811� ヨ ー デ ル 牡3栗 55

51 ★今村 聖奈小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes
Stable LLC B512＋ 11：13．2� 23．7�

79 � レベルタウン 牡4栗 57
54 ▲角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd 518± 01：13．52 11．8
55 ル ア ル 牡3鹿 55 幸 英明�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 514＋ 41：13．71 12．4�
812� フロイトセンス 牡3鹿 55 松田 大作林 正道氏 清水 久詞 米 Final Furlong

Racing Stable 510＋ 81：15．7大差 30．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 52，304，900円 複勝： 72，581，400円 枠連： 16，840，500円
馬連： 89，443，800円 馬単： 38，217，100円 ワイド： 85，042，800円
3連複： 147，902，800円 3連単： 153，496，900円 計： 655，830，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 300円 �
�

220円
130円 枠 連（1－2）（1－6）

1，660円
960円

馬 連 ��
��

1，440円
960円 馬 単 ��

��
4，310円
2，640円

ワ イ ド ��
��

900円
690円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ���
���

15，470円
13，070円

票 数

単勝票数 計 523049 的中 � 29292（6番人気）
複勝票数 計 725814 的中 � 47112（6番人気）� 74070（3番人気）� 207507（1番人気）
枠連票数 計 168405 的中 （1－2） 3857（15番人気）（1－6） 6877（8番人気）
馬連票数 計 894438 的中 �� 23654（10番人気）�� 36414（6番人気）
馬単票数 計 382171 的中 �� 3299（36番人気）�� 5446（21番人気）
ワイド票数 計 850428 的中 �� 23303（11番人気）�� 31146（6番人気）�� 47807（2番人気）
3連複票数 計1479028 的中 ��� 33046（8番人気）
3連単票数 計1534969 的中 ��� 3594（100番人気） ��� 4256（77番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．2―11．7―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．7―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ デ ィ シ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．11．14 阪神13着

2018．5．18生 牝4鹿 母 バ ル ビ ー ナ 母母 ストーミーマターズ 20戦2勝 賞金 14，080，000円
〔制裁〕 アルムブラーヴ号の騎手松山弘平は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロイトセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月11日まで平地競走

に出走できない。

26020 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

22 フォーチュンテラー 牡3青鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 21：23．5 2．3�

57 カズカポレイ 牡4鹿 57 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B498＋ 21：23．6� 28．1�
812 イフティファール 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 飛野牧場 480＋ 6 〃 アタマ 4．3�
710 オーガスタスカイ 牝3黒鹿53 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：23．81� 8．4�
11 グッドフェイス 牡3鹿 55

53 △松本 大輝 STレーシング 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：24．43� 5．9�
56 � ラ リ ッ ク 牡4栗 57 団野 大成吉田 勝己氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム B446＋ 61：24．61� 173．9	
711 ベ ル ド ラ ゴ 牡3鹿 55 加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 480＋ 81：24．81 8．4

813 アドヴァイス 牝3鹿 53 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 458± 0 〃 クビ 22．7�
44 スズカワールド 牡3黒鹿55 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 502＋121：25．33 25．5�
33 � ゼンノナイン 牡4栗 57 横山 典弘大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 516＋ 81：25．51 30．1
69 シ ェ ー ン 牝5芦 55

54 ☆角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 81：26．13� 53．2�

68 � ニホンピロラブリー 牝4青鹿 55
52 ▲角田 大河小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 482＋ 81：27．48 136．3�

45 ジョーフェイス 牡3青鹿55 松若 風馬 STレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 480－ 41：30．7大差 119．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，939，400円 複勝： 76，963，500円 枠連： 18，115，500円
馬連： 97，908，300円 馬単： 44，088，300円 ワイド： 88，398，200円
3連複： 164，817，900円 3連単： 187，838，900円 計： 733，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 440円 � 160円 枠 連（2－5） 2，750円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 930円 �� 270円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 19，410円

票 数

単勝票数 計 549394 的中 � 184799（1番人気）
複勝票数 計 769635 的中 � 256146（1番人気）� 27083（8番人気）� 116017（2番人気）
枠連票数 計 181155 的中 （2－5） 5090（8番人気）
馬連票数 計 979083 的中 �� 26888（11番人気）
馬単票数 計 440883 的中 �� 7594（15番人気）
ワイド票数 計 883982 的中 �� 22588（12番人気）�� 97968（1番人気）�� 10333（23番人気）
3連複票数 計1648179 的中 ��� 33423（11番人気）
3連単票数 計1878389 的中 ��� 7014（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．8―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．1―58．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーチュンテラー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．8．7 新潟8着

2019．3．6生 牡3青鹿 母 クライミングローズ 母母 ファレノプシス 11戦2勝 賞金 22，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーフェイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月11日まで平地競走

に出走できない。



26021 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

な が く て

長 久 手 特 別
発走14時25分 （芝・左）
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 ハートオブアシティ 牡4青鹿57 菱田 裕二吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 442＋ 62：00．0 4．0�
55 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 454＋122：00．1クビ 10．5�
77 ア ナ レ ン マ 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 2．6�
11 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 クビ 10．6�
44 ラブアンバサダー 牝5鹿 55 横山 典弘�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432± 02：00．2アタマ 8．2�
22 サウンドウォリアー 牡4鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 500＋ 22：00．62� 3．4	
66 キボウノダイチ 	7黒鹿57 城戸 義政三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド B498＋ 62：01．45 39．3

88 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿57 藤懸 貴志大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム 474－182：02．14 223．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 51，414，100円 複勝： 51，705，900円 枠連： 発売なし
馬連： 88，842，500円 馬単： 46，397，200円 ワイド： 61，127，200円
3連複： 112，813，100円 3連単： 248，925，100円 計： 661，225，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 240円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 580円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 514141 的中 � 101392（3番人気）
複勝票数 計 517059 的中 � 104722（3番人気）� 39105（6番人気）� 130888（1番人気）
馬連票数 計 888425 的中 �� 24910（12番人気）
馬単票数 計 463972 的中 �� 6931（23番人気）
ワイド票数 計 611272 的中 �� 24269（12番人気）�� 78585（2番人気）�� 34089（6番人気）
3連複票数 計1128131 的中 ��� 73520（5番人気）
3連単票数 計2489251 的中 ��� 13710（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．8―49．2―1：01．5―1：13．6―1：25．5―1：37．1―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．5
1
3
6，5，2，7，4，3＝8，1
6，5（2，7）3，4，1，8

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

勝馬の
紹 介

ハートオブアシティ �

父 ハーツクライ �


母父 Anabaa Blue デビュー 2020．9．27 中京2着

2018．3．10生 牡4青鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 17戦3勝 賞金 48，509，000円

26022 9月11日 晴 稍重 （4中京5） 第2日 第10競走 ��1，200�
はままつ

浜松ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．11以降R4．9．4まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

36 クロジシジョー 牡3青鹿54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 432－ 41：10．2 7．7�
23 ランドボルケーノ 牡4黒鹿55 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 478± 01：10．3クビ 9．5�
611� ジャスパーゴールド 牡4栗 54 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers B456－141：10．62 47．9�
713 ホッコーカリュウ 牝4鹿 53 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480＋101：10．81 58．3�
47 コ パ シ ー ナ �5栗 55 川田 将雅椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 21：11．12 5．1�
48 マ テ ィ ア ス 牡5栗 53 泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 494－ 6 〃 アタマ 159．4	
815 レディオマジック 牡5黒鹿54 藤岡 佑介 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 490＋ 4 〃 ハナ 42．1

612 ロコポルティ 牡4鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 41：11．2クビ 23．7�
714 ア シ タ バ 牝4栗 53 団野 大成佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 484＋ 6 〃 クビ 11．1
35 クリノサンレオ 牡9栗 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 464－ 61：11．3クビ 62．9�
12 スズカキンシャサ 牡4鹿 55 C．ルメール 永井 啓弍氏 上村 洋行 登別 ユートピア牧場 486＋101：11．4� 8．0�
11 ペプチドヤマト 牡3栗 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B472－ 41：11．5� 5．9�
816 エイシンバッカス 牡5栗 55 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 484＋101：11．6� 13．7�
59 マイヨアポア 牝4鹿 53 福永 祐一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 486＋ 61：11．91� 14．4�
510 エイユーストロング 牡4青鹿54 和田 竜二笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 466＋ 4 〃 クビ 43．7�
24 スカーレットスカイ 牝4栗 54 今村 聖奈ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 61：12．0� 6．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，487，100円 複勝： 136，398，600円 枠連： 45，939，500円
馬連： 202，864，900円 馬単： 68，049，600円 ワイド： 172，823，200円
3連複： 373，938，500円 3連単： 348，350，500円 計： 1，427，851，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 320円 � 1，180円 枠 連（2－3） 1，430円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 5，260円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 35，180円 3 連 単 ��� 138，000円

票 数

単勝票数 計 794871 的中 � 82041（4番人気）
複勝票数 計1363986 的中 � 149815（3番人気）� 116725（6番人気）� 25843（13番人気）
枠連票数 計 459395 的中 （2－3） 24826（4番人気）
馬連票数 計2028649 的中 �� 54743（7番人気）
馬単票数 計 680496 的中 �� 8687（20番人気）
ワイド票数 計1728232 的中 �� 42084（9番人気）�� 8322（58番人気）�� 7267（65番人気）
3連複票数 計3739385 的中 ��� 7970（119番人気）
3連単票数 計3483505 的中 ��� 1830（550番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．3―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロジシジョー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 小倉8着

2019．4．13生 牡3青鹿 母 サイレンスラヴ 母母 ラヴリージョウ 13戦4勝 賞金 60，316，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アッティーヴォ号・キングキャヴィア号・テンテキセンセキ号・パワフルヒロコ号・ラホーヤノキセキ号

２レース目



26023 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第36回産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35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，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，R3．9．11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，R3．9．10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 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

45 メイケイエール 牝4鹿 55 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 484＋141：06．2レコード 1．7�
812� ファストフォース 牡6黒鹿56 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B522＋121：06．62	 20．7�
57 サンライズオネスト 牡5黒鹿56 横山 典弘松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 468－ 61：06．81
 13．4�
69 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 512＋ 6 〃 クビ 12．9�
711 ソングライン 牝4青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：06．9	 3．2	
68 モントライゼ 牡4鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 504－ 41：07．0クビ 17．2

22 シャンデリアムーン 牝6鹿 54 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 480＋ 41：07．42	 55．6�
56 タイセイアベニール 牡7鹿 56 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B480－ 2 〃 ハナ 69．3�
813 ラヴィングアンサー 牡8鹿 56 菱田 裕二江口 博美氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 504－ 2 〃 クビ 84．3
11 ボンボヤージ 牝5鹿 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 442＋ 41：07．5	 25．9�
44 メイショウケイメイ 牝6鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 446＋ 8 〃 ハナ 208．9�
710 チェアリングソング 牡5栗 56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 464± 0 〃 アタマ 138．8�
33 � ジャスパープリンス 牡7鹿 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

494－ 61：07．92	 89．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 291，099，500円 複勝： 294，072，000円 枠連： 96，628，100円
馬連： 630，053，600円 馬単： 338，013，500円 ワイド： 458，793，000円
3連複： 1，161，379，000円 3連単： 2，239，421，100円 計： 5，509，459，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 250円 枠 連（4－8） 1，660円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 600円 �� 450円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 13，980円

票 数

単勝票数 計2910995 的中 � 1351383（1番人気）
複勝票数 計2940720 的中 � 1168466（1番人気）� 142245（6番人気）� 210905（4番人気）
枠連票数 計 966281 的中 （4－8） 45102（6番人気）
馬連票数 計6300536 的中 �� 302361（5番人気）
馬単票数 計3380135 的中 �� 121504（6番人気）
ワイド票数 計4587930 的中 �� 198580（6番人気）�� 274969（3番人気）�� 53369（19番人気）
3連複票数 計11613790 的中 ��� 210992（12番人気）
3連単票数 計22394211 的中 ��� 116060（40番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．5―10．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．5―43．3―54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．2―3F33．7
3 ・（2，12）－（1，3）－5（7，8，9）（4，11）10（6，13） 4 ・（2，12）－1，3，5（8，9）7（4，11）10（6，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイエール �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 小倉1着

2018．2．23生 牝4鹿 母 シロインジャー 母母 ユ キ チ ャ ン 12戦7勝 賞金 313，060，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイケイエール号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月11日 晴 良 （4中京5） 第2日 第12競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：32．3
1：30．3

良
良

56 ララヴォルシエル 牡3鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 432± 01：32．2レコード 4．5�
（法942）

710 スーサンアッシャー 牡3鹿 55 横山 典弘林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 454＋ 21：32．73 40．4�
44 サンクフィーユ 牝3鹿 53 川田 将雅 �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 456＋161：32．8� 1．6�
812 ジューンレインボー 牝3青鹿53 松田 大作吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 436＋101：32．91 15．2�
22 ボルザコフスキー 牡3黒鹿55 松山 弘平犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 498－10 〃 ハナ 8．6�
55 レオンバローズ 牡3黒鹿55 C．ルメール 猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：33．0クビ 11．2	
33 ビップランバン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482± 01：33．1� 86．5

67 タウゼントシェーン 牝4青 55

51 ★古川 奈穂 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 424＋ 61：33．2� 125．5�
68 エイシンピクセル 牝4栗 55 池添 謙一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 460＋ 41：33．3� 16．2
811� バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：33．61� 83．1�
11 ウインバグース 牡3鹿 55 松若 風馬�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 21：34．45 63．8�
79 グランデレジーナ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 41：35．25 189．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 124，026，100円 複勝： 200，166，300円 枠連： 33，849，800円
馬連： 192，809，900円 馬単： 105，091，200円 ワイド： 160，944，100円
3連複： 327，308，300円 3連単： 569，243，400円 計： 1，713，439，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 440円 � 110円 枠 連（5－7） 3，820円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 240円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計1240261 的中 � 216352（2番人気）
複勝票数 計2001663 的中 � 243458（2番人気）� 48062（7番人気）� 1049630（1番人気）
枠連票数 計 338498 的中 （5－7） 6860（11番人気）
馬連票数 計1928099 的中 �� 24668（19番人気）
馬単票数 計1050912 的中 �� 8221（27番人気）
ワイド票数 計1609441 的中 �� 24656（17番人気）�� 204794（1番人気）�� 44671（12番人気）
3連複票数 計3273083 的中 ��� 79742（11番人気）
3連単票数 計5692434 的中 ��� 15567（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．5―45．7―57．4―1：09．0―1：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララヴォルシエル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．15 中京3着

2019．6．5生 牡3鹿 母 ザ グ レ ー ス 母母 グレースランド 5戦2勝 賞金 18，600，000円

４レース目



（4中京5）第2日 9月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 142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

291，730，000円
5，490，000円
33，540，000円
2，080，000円
36，810，000円
64，117，000円
4，126，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
942，195，400円
1，284，815，100円
270，890，100円
1，664，797，400円
825，844，600円
1，362，409，000円
2，828，713，400円
4，508，090，000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 13，687，755，000円

総入場人員 12，017名 （有料入場人員 11，632名）
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