
26037 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

22 ノースディーバ 牡2栗 54 坂井 瑠星本間 茂氏 �島 一歩 新冠 須崎牧場 514＋ 41：13．2 1．9�
77 ペプチドハドソン 牡2鹿 54 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 472－12 〃 クビ 6．3�
33 クールジャーマン 牡2青 54 川須 栄彦川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 474＋101：13．83� 45．2�
66 スリーディプテー 牡2鹿 54 藤岡 康太永井商事� 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 462± 01：14．86 5．7�
11 パガファンタス 牡2鹿 54

51 ▲角田 大河�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 472－16 〃 クビ 39．6�
78 ニシノコウダイ 牡2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 中山 高鹿康 464－101：15．11� 9．3	
55 クリノヒーロー 牡2栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 454－ 81：15．41� 57．4

44 ダンツターセル 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 480＋ 41：15．5クビ 7．8�
89 ツ キ ガ ミ 牡2鹿 54 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 420＋101：16．03� 203．1�
810 スーパームーン 牡2栗 54 和田 竜二森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 446＋ 21：16．31� 38．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，214，300円 複勝： 64，876，000円 枠連： 8，770，100円
馬連： 56，030，700円 馬単： 29，994，400円 ワイド： 50，106，700円
3連複： 84，591，600円 3連単： 120，209，200円 計： 459，793，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 540円 枠 連（2－7） 300円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 930円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 452143 的中 � 199494（1番人気）
複勝票数 計 648760 的中 � 327302（1番人気）� 88989（2番人気）� 12605（8番人気）
枠連票数 計 87701 的中 （2－7） 21953（1番人気）
馬連票数 計 560307 的中 �� 87888（1番人気）
馬単票数 計 299944 的中 �� 30209（1番人気）
ワイド票数 計 501067 的中 �� 73473（1番人気）�� 12328（12番人気）�� 5122（25番人気）
3連複票数 計 845916 的中 ��� 14108（18番人気）
3連単票数 計1202092 的中 ��� 6597（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．0―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースディーバ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．8．28 新潟3着

2020．5．8生 牡2栗 母 デアリングプライド 母母 デアリングダンジグ 2戦1勝 賞金 7，000，000円

26038 9月18日 雨 良 （4中京5） 第4日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

55 ツウカイリアル 牡2鹿 54 幸 英明木村 直樹氏 庄野 靖志 新ひだか 増本牧場 480＋ 41：55．1 1．4�
66 モーメントキャッチ 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 500± 01：56．16 9．4�
44 ペイシャハヤブサ 牡2青鹿54 和田 竜二北所 直人氏 吉田 直弘 日高 中川 欽一 476＋ 41：57．810 14．3�
22 タイセイマイティ 牡2鹿 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 B474－ 21：58．54 3．4�
77 リ コ ル ド 牝2黒鹿54 松山 弘平鈴木 真氏 茶木 太樹 浦河 高岸 順一 500－ 21：58．7� 39．4�
33 フレンドキング 牡2青鹿 54

52 △永野 猛蔵横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 442－ 21：59．65 171．0	
11 メイショウベニバナ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 452＋ 22：00．23� 110．2
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売 得 金
単勝： 43，307，300円 複勝： 89，551，300円 枠連： 発売なし
馬連： 41，067，600円 馬単： 32，997，500円 ワイド： 28，567，400円
3連複： 53，141，900円 3連単： 183，685，800円 計： 472，318，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 433073 的中 � 246317（1番人気）
複勝票数 計 895513 的中 � 717159（1番人気）� 35433（3番人気）
馬連票数 計 410676 的中 �� 44498（3番人気）
馬単票数 計 329975 的中 �� 28652（4番人気）
ワイド票数 計 285674 的中 �� 32080（2番人気）�� 29062（3番人気）�� 9054（8番人気）
3連複票数 計 531419 的中 ��� 24738（4番人気）
3連単票数 計1836858 的中 ��� 37974（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．2―12．9―12．1―12．7―12．8―13．6―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．9―49．8―1：01．9―1：14．6―1：27．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．5
1
3
2，4（1，5）－7－6＝3・（2，4，5，6）－（1，7）＝3

2
4
2，4（1，5）（7，6）＝3
5，6（2，4）－（1，7）＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツウカイリアル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．8．7 新潟2着

2020．2．28生 牡2鹿 母 テアトロレアル 母母 ナイトアットオペラ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔その他〕 メイショウベニバナ号は，競走中に疾病〔熱射病〕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。

第５回 中京競馬 第４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



26039 9月18日 晴 良 （4中京5） 第4日 第3競走 ��1，200�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
1：08．4
1：07．5

良
良

11 ビッグシーザー 牡2芦 54 幸 英明幅田 昌伸氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 496＋ 41：07．9レコード 1．3�
33 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 478－ 21：08．32� 5．4�
44 グランツベリー 牝2黒鹿54 北村 友一広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 430－ 81：08．51� 44．2�
66 トーホウビエント 牝2鹿 54 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 444± 01：09．13� 7．3�
77 ホウオウジュビリー 牝2鹿 54 松山 弘平小笹 芳央氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋141：09．73� 22．2�
22 ヘイローグラン 牡2栗 54

50 ★今村 聖奈林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 438＋101：09．8� 12．3	
88 ミ ン ク ス 牝2鹿 54 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 410＋ 21：10．12 51．4

55 ア シ リ パ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大河飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B436－ 61：11．05 104．3�
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売 得 金
単勝： 44，976，000円 複勝： 128，948，400円 枠連： 発売なし
馬連： 47，313，000円 馬単： 34，648，800円 ワイド： 42，481，400円
3連複： 68，774，400円 3連単： 179，100，200円 計： 546，242，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 130円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 520円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 449760 的中 � 260862（1番人気）
複勝票数 計1289484 的中 � 1003649（1番人気）� 90741（2番人気）� 14932（7番人気）
馬連票数 計 473130 的中 �� 113131（2番人気）
馬単票数 計 346488 的中 �� 62426（2番人気）
ワイド票数 計 424814 的中 �� 88109（1番人気）�� 18192（7番人気）�� 6797（13番人気）
3連複票数 計 687744 的中 ��� 31739（6番人気）
3連単票数 計1791002 的中 ��� 35002（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．9―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．4
3 1（3，7）－（4，5）－2－（6，8） 4 1（3，7）（4，5）－2（6，8）

勝馬の
紹 介

ビッグシーザー �

父 ビッグアーサー �


母父 Tale of Ekati デビュー 2022．8．21 小倉3着

2020．3．10生 牡2芦 母 アンナペレンナ 母母 Maria’s Storm 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔その他〕 アシリパ号は，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。

26040 9月18日 晴 良 （4中京5） 第4日 第4競走 ��1，400�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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

33 ルーカスミノル 牡2青鹿54 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 日高 本間牧場 510 ―1：25．7 92．0�
812� ディキシーガンナー 牡2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 米

J. D. Stuart, P. C.
Bance, AR Enter-
prises, G. Todaro

496 ―1：26．02 1．3�
57 カズペトシーン 牡2鹿 54 川須 栄彦合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 460 ―1：26．31� 74．3�
56 キョウエイゲイル 牡2鹿 54 高倉 稜田中 晴夫氏 田中 克典 新ひだか 藤沢牧場 472 ― 〃 アタマ 86．5�
45 サイファーテキスト 牡2鹿 54 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428 ―1：26．4� 32．6�
22 ミルトハンター 牡2鹿 54 �島 克駿永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 小泉牧場 480 ―1：26．61� 16．1�
68 ボ ナ ン ザ 牡2鹿 54 福永 祐一幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 浦新 徳司 486 ―1：26．7	 6．4	
711 イツモハラペコ 牡2鹿 54 国分 優作小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 462 ―1：27．23 118．4

44 リッタースポーツ 牡2黒鹿54 松若 風馬山口 正行氏 �島 一歩 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466 ―1：28．69 23．5�
69 エヌタキオン 牡2芦 54 幸 英明成富 直行氏 大根田裕之 浦河 栄進牧場 496 ―1：28．92 63．6�
813 ナムラジョシュア 牡2黒鹿54 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 462 ―1：29．21	 80．8
710 ドンアミティエ 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 村田牧場 468 ―1：29．41� 8．9�
11 ロードアストラ 牡2黒鹿54 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B420 ―1：32．7大差 69．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，215，200円 複勝： 89，306，400円 枠連： 11，506，000円
馬連： 57，075，300円 馬単： 35，032，800円 ワイド： 55，624，700円
3連複： 87，083，500円 3連単： 127，681，700円 計： 515，525，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，200円 複 勝 � 890円 � 110円 � 590円 枠 連（3－8） 4，500円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 16，370円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 11，130円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 33，960円 3 連 単 ��� 361，590円

票 数

単勝票数 計 522152 的中 � 4822（12番人気）
複勝票数 計 893064 的中 � 9371（11番人気）� 583655（1番人気）� 14804（7番人気）
枠連票数 計 115060 的中 （3－8） 1979（15番人気）
馬連票数 計 570753 的中 �� 9482（14番人気）
馬単票数 計 350328 的中 �� 1605（32番人気）
ワイド票数 計 556247 的中 �� 7948（19番人気）�� 1251（57番人気）�� 11409（11番人気）
3連複票数 計 870835 的中 ��� 1923（73番人気）
3連単票数 計1276817 的中 ��� 256（505番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．5―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―47．1―59．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーカスミノル �
�
父 シャンハイボビー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2020．4．2生 牡2青鹿 母 セラミックアート 母母 ヴァインドレッサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードアストラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月18日まで平地競走

に出走できない。



26041 9月18日 晴 良 （4中京5） 第4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

78 ハーツコンチェルト 牡2鹿 54 松山 弘平 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 492 ―2：01．6 1．9�
79 アルナージェイン 牝2鹿 54 C．ルメール MKレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 484 ―2：02．98 5．1�
811 ギ ャ ラ ン 牡2鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446 ―2：03．11� 23．5�
67 ノーブルライジング 牡2黒鹿54 国分 恭介吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 470 ―2：03．52 46．5�
22 ルクスフロンティア 牡2黒鹿54 武 豊�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：03．92� 4．9	
55 ラミアストラーダ 牡2鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 田中 克典 日高 木村牧場 450 ―2：04．11� 22．7

33 サトノミーティア 牡2黒鹿54 北村 友一 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472 ―2：04．2� 9．5�
44 メイショウヤッコ 牡2鹿 54 富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 470 ― 〃 アタマ 77．4�
66 ウインドアカネール 牝2黒鹿54 団野 大成福原 正博氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 474 ― 〃 ハナ 55．2
810 タ ツ レ ー ヴ 牡2栗 54 和田 竜二鈴木 髙幸氏 �島 一歩 浦河 市川フアーム 466 ―2：04．72� 86．0�
11 クリノエイラク 牝2青鹿 54

50 ★今村 聖奈栗本 博晴氏 橋田 満 日高 宝寄山 拓樹 404 ―2：06．29 47．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 62，708，200円 複勝： 53，766，500円 枠連： 11，990，100円
馬連： 62，896，700円 馬単： 33，980，600円 ワイド： 56，346，800円
3連複： 93，700，600円 3連単： 133，154，800円 計： 508，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（7－7） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 220円 �� 690円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 627082 的中 � 270476（1番人気）
複勝票数 計 537665 的中 � 198654（1番人気）� 82621（3番人気）� 31749（5番人気）
枠連票数 計 119901 的中 （7－7） 21899（2番人気）
馬連票数 計 628967 的中 �� 106310（1番人気）
馬単票数 計 339806 的中 �� 41900（1番人気）
ワイド票数 計 563468 的中 �� 78905（1番人気）�� 18850（8番人気）�� 13653（12番人気）
3連複票数 計 937006 的中 ��� 32095（6番人気）
3連単票数 計1331548 的中 ��� 17607（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．6―37．4―50．1―1：03．2―1：15．3―1：27．4―1：39．0―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．2
1
3
・（2，9）－（6，11）（1，3，10）8，4，5－7
9（11，8）2（3，10）6（5，7）－4，1

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

勝馬の
紹 介

ハーツコンチェルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2020．5．5生 牡2鹿 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26042 9月18日 晴 良 （4中京5） 第4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）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 ダノンフォーナイン 牡3青鹿54 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 500－ 61：52．5 2．5�
66 アルムブラーヴ 牡3青鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B478－ 21：52．81� 28．5�
33 ソウルユニバンス �5黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 21：53．86 15．3�
44 メタルゴッド 牝3青 52

49 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 450－16 〃 ハナ 17．2�
78 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿57 森 裕太朗小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 474± 01：54．01� 2．4�
22 ピジョンブラッド 牝3鹿 52 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋141：54．1� 5．4	
55 	 ジューンサクラ 牝4黒鹿55 団野 大成吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432＋121：55．48 137．0

810 テーオーシャルマン 牝3青鹿 52

50 △永野 猛蔵小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 462－181：57．010 13．8�
79 	 メ ン フ ィ ス 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �ニッシンホール
ディングス 杉山 佳明 浦河 栄進牧場 486＋ 51：57．1� 122．0�

67 アスタートリゴン 牡3鹿 54
51 ▲角田 大河加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 81：57．3� 210．6

811 メイショウカジヤ �3鹿 54
53 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B440＋101：58．36 101．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，308，500円 複勝： 43，462，200円 枠連： 8，842，000円
馬連： 61，883，000円 馬単： 32，881，500円 ワイド： 54，905，200円
3連複： 97，452，500円 3連単： 133，475，400円 計： 477，210，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 440円 � 240円 枠 連（1－6） 2，100円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 850円 �� 660円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 23，940円

票 数

単勝票数 計 443085 的中 � 141113（2番人気）
複勝票数 計 434622 的中 � 98291（2番人気）� 19878（7番人気）� 44302（4番人気）
枠連票数 計 88420 的中 （1－6） 3257（10番人気）
馬連票数 計 618830 的中 �� 17695（11番人気）
馬単票数 計 328815 的中 �� 7509（13番人気）
ワイド票数 計 549052 的中 �� 16750（12番人気）�� 22286（6番人気）�� 5807（23番人気）
3連複票数 計 974525 的中 ��� 10609（24番人気）
3連単票数 計1334754 的中 ��� 4042（81番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．2―12．9―12．7―12．1―11．9―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―50．2―1：02．9―1：15．0―1：26．9―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンフォーナイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 More Than Ready デビュー 2021．6．27 阪神8着

2019．3．10生 牡3青鹿 母 タミーザトルピード 母母 Search and Seizure 8戦2勝 賞金 14，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカジヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月18日まで平地競

走に出走できない。



26043 9月18日 晴 良 （4中京5） 第4日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

34 シンシアウィッシュ 牝3青鹿52 浜中 俊前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 81：59．2 3．2�

814 ロマンシングブルー 牝3青鹿52 �島 克駿吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：59．62� 4．1�
610 エバーシャドネー 牝3鹿 52 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 450－ 41：59．7� 3．6�
11 ツッチーフェイス 牝3黒鹿 52

51 ☆小沢 大仁 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 470－ 62：00．01� 31．5�
815 エニシノウタ 牝4黒鹿55 福永 祐一岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 456＋ 8 〃 クビ 13．1�
35 ヘクトパスカル 牝3黒鹿52 幸 英明西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 450＋162：00．31� 7．8�
23 パ ン ド レ ア 牝3鹿 52 和田 竜二 	シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 4 〃 ハナ 31．2

22 フェブサンカラ 牝3鹿 52

49 ▲角田 大河釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410± 02：00．83� 58．0�
58 ラフダイヤモンド 牝5栗 55 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 494＋102：00．9� 34．4
59 � ラッセルリー 牝4黒鹿55 藤岡 康太田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454＋142：01．1� 161．8�
47 フォルツァモンド 牝3青鹿 52

50 △松本 大輝永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 394± 0 〃 クビ 244．6�
611 ゴールドローズ 牝3芦 52 秋山真一郎	髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460＋202：01．2� 13．3�
712 ア ー ダ レ イ 牝4鹿 55 加藤 祥太 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 454－ 42：01．73 187．8�
713 マリオンエール 牝4鹿 55 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 466＋ 22：01．81 69．4�
46 ワイドアウェイク 牝4栗 55

51 ★今村 聖奈 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494＋ 82：02．75 80．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，694，900円 複勝： 85，287，000円 枠連： 22，145，600円
馬連： 96，840，600円 馬単： 37，310，700円 ワイド： 94，586，400円
3連複： 164，687，600円 3連単： 162，877，500円 計： 719，430，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 556949 的中 � 137051（1番人気）
複勝票数 計 852870 的中 � 198434（1番人気）� 169774（2番人気）� 141332（3番人気）
枠連票数 計 221456 的中 （3－8） 46003（1番人気）
馬連票数 計 968406 的中 �� 115519（1番人気）
馬単票数 計 373107 的中 �� 25267（1番人気）
ワイド票数 計 945864 的中 �� 93712（1番人気）�� 67739（3番人気）�� 70365（2番人気）
3連複票数 計1646876 的中 ��� 123335（1番人気）
3連単票数 計1628775 的中 ��� 27836（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．0―12．1―12．3―12．0―11．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．7―47．7―59．8―1：12．1―1：24．1―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3
5－4（3，9）－8，10，12（1，2）14（7，6，13）－15，11
5＝4－3（8，9）10（14，12）1，15（2，13）（7，11）－6

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

勝馬の
紹 介

シンシアウィッシュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2021．8．22 新潟1着

2019．4．19生 牝3青鹿 母 ザ ナ 母母 Maskaya 9戦2勝 賞金 44，796，000円
〔3走成績による出走制限〕 フォルツァモンド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月18日まで平地競走に出走で

きない。

26044 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第8競走 1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

46 サンライズホーク �3青鹿55 国分 優作�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496＋ 61：11．7 3．6�
610 スリードレフォン 牡3鹿 55 富田 暁永井商事� 木原 一良 新ひだか グランド牧場 506－ 6 〃 クビ 14．1�
712 ロードオルデン 牡3鹿 55 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 468＋ 4 〃 ハナ 8．1�
58 グッドウッドガイ 牡3栗 55 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 494－101：12．01� 34．7�
611� メイショウフジタカ 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 494＋ 81：12．31� 3．2	
23 デルマカミーラ 牝3芦 53

50 ▲角田 大河浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新冠 協和牧場 472－ 2 〃 クビ 11．0

11 サウンドプリズム 牡5青鹿57 松山 弘平増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B452－ 41：12．4クビ 10．1�
47 サ ク ハ ル 牡3鹿 55 松若 風馬落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 494＋ 61：12．5� 8．4�
815� カネトシディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 482＋14 〃 クビ 44．1
22 � ベッサラビア �5鹿 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458± 01：12．6� 253．5�
35 ルールシェーバー 牡5鹿 57 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B470－121：12．81 111．3�
34 グ ラ ン デ 牡3栗 55 松田 大作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 476± 0 〃 クビ 33．6�
59 サウンドクレア 牝3鹿 53 吉田 隼人増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438＋ 81：13．11� 23．7�
814 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 55

54 ☆角田 大和畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 474－121：13．52� 35．9�
713 プレヴォール 牡3栗 55 �島 克駿杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 456－ 81：18．0大差 138．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，122，500円 複勝： 78，447，400円 枠連： 21，986，000円
馬連： 110，802，000円 馬単： 42，655，600円 ワイド： 98，254，500円
3連複： 174，568，800円 3連単： 180，608，800円 計： 764，445，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 330円 � 280円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 940円 �� 610円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 571225 的中 � 124736（2番人気）
複勝票数 計 784474 的中 � 142023（2番人気）� 54786（7番人気）� 67655（4番人気）
枠連票数 計 219860 的中 （4－6） 41676（1番人気）
馬連票数 計1108020 的中 �� 37191（9番人気）
馬単票数 計 426556 的中 �� 8713（11番人気）
ワイド票数 計 982545 的中 �� 26658（10番人気）�� 42662（4番人気）�� 18287（14番人気）
3連複票数 計1745688 的中 ��� 21854（15番人気）
3連単票数 計1806088 的中 ��� 5154（51番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．6―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．9
3 ・（3，10）（6，15）（8，14，11）（4，7）－（1，12）－（2，5）9＝13 4 ・（3，10）（6，15，11）8（4，14）7（1，12）－（5，9）2＝13

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 3戦2勝 賞金 12，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレヴォール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月18日まで平地競走

に出走できない。



26045 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

44 アーティット 牡3鹿 54 坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 480± 02：12．1 4．6�

66 エイカイマッケンロ 牡3鹿 54 福永 祐一二木 英実氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494± 02：12．31� 3．4�
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 436＋ 22：12．4
 15．0�
33 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 藤岡 康太�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 458＋102：12．51 21．4�
79 イ ン プ レ ス 牡3黒鹿54 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 524＋ 82：12．6クビ 5．8�
11 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿57 泉谷 楓真八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 4 〃 ハナ 7．9	
810 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 吉田 隼人 
キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B456－ 22：12．81� 30．9�
67 エンドロール 牡3黒鹿54 永野 猛蔵石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 446－ 22：13．01� 29．1�
811 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 C．ルメール 林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 428－ 22：13．63� 3．9
55 タイセイコマンド 牡4鹿 57 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B490＋ 82：14．55 122．2�
78 カ サ デ ガ 牡4芦 57 岩田 康誠杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 452＋ 22：16．210 181．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，562，200円 複勝： 91，174，100円 枠連： 16，117，700円
馬連： 133，152，500円 馬単： 54，122，300円 ワイド： 97，986，600円
3連複： 182，776，100円 3連単： 223，748，000円 計： 863，639，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 360円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 330円 �� 840円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 645622 的中 � 110842（3番人気）
複勝票数 計 911741 的中 � 142393（3番人気）� 209921（1番人気）� 47667（6番人気）
枠連票数 計 161177 的中 （4－6） 16161（2番人気）
馬連票数 計1331525 的中 �� 140466（2番人気）
馬単票数 計 541223 的中 �� 25645（4番人気）
ワイド票数 計 979866 的中 �� 84915（2番人気）�� 28123（12番人気）�� 31713（11番人気）
3連複票数 計1827761 的中 ��� 58938（7番人気）
3連単票数 計2237480 的中 ��� 15450（27番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―13．0―12．8―12．3―12．0―11．6―11．3―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―36．2―49．2―1：02．0―1：14．3―1：26．3―1：37．9―1：49．2―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーティット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2021．11．13 阪神3着

2019．4．19生 牡3鹿 母 アブソリュートレディ 母母 Lil’s Jessy 9戦3勝 賞金 41，979，000円
〔制裁〕 タガノカイ号の調教師宮徹・エイカイマッケンロ号の調教師藤原英昭は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金

10，000円。

26046 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

な や ば し

納屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：32．2
1：30．3

良
良

11 マ マ コ チ ャ 牝3鹿 53 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：33．4 1．3�

812 ヴィルヘルム 牡4青鹿57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：33．5� 11．7�
57 アヴェラーレ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 13．6�
813 ヴィアルークス 牡4鹿 57 福永 祐一�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 41：34．03� 7．5�
45 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 武 豊 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 494－ 21：34．1クビ 24．1	
44 リッケンバッカー 牡4鹿 57 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 478＋ 2 〃 ハナ 23．6

69 メモリーエフェクト 牡4鹿 57 松本 大輝�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472－ 2 〃 ハナ 92．5�
56 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿55 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 446－ 21：34．2� 40．1�
711 サトノフウジン 牡5黒鹿57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 クビ 68．2
22 エルカスティージョ 牝4鹿 55 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 ハナ 14．4�
33 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿57 	島 克駿土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 472＋ 41：34．3
 110．1�
68 トオヤリトセイト 牡6青鹿57 北村 友一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 141．1�
710 チュウワノキセキ �5鹿 57 池添 謙一中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462－161：34．51 44．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 83，390，100円 複勝： 231，048，600円 枠連： 36，539，100円
馬連： 167，222，400円 馬単： 83，765，600円 ワイド： 137，803，400円
3連複： 265，099，700円 3連単： 403，869，700円 計： 1，408，738，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 340円 �� 410円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 833901 的中 � 478496（1番人気）
複勝票数 計2310486 的中 � 1549744（1番人気）� 142179（3番人気）� 90925（5番人気）
枠連票数 計 365391 的中 （1－8） 104165（1番人気）
馬連票数 計1672224 的中 �� 198509（2番人気）
馬単票数 計 837656 的中 �� 79969（2番人気）
ワイド票数 計1378034 的中 �� 110485（3番人気）�� 87600（4番人気）�� 23593（14番人気）
3連複票数 計2650997 的中 ��� 88509（8番人気）
3連単票数 計4038697 的中 ��� 61260（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．0―11．7―11．2―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．2―48．2―59．9―1：11．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．2―3F33．5

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

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

勝馬の
紹 介

マ マ コ チ ャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．26 阪神8着

2019．4．5生 牝3鹿 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 8戦4勝 賞金 63，678，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26047 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第40回関西テレビ放送賞ローズステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （秋華賞トライアル） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

関西テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

58 アートハウス 牝3栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 476± 01：58．5 2．7�
46 サ リ エ ラ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 420－ 21：58．6� 4．0�
69 エグランタイン 牝3黒鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 2 〃 クビ 19．1�
45 ラ リ ュ エ ル 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 426－ 41：58．81� 8．4�
57 メモリーレゾン 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 448－ 21：59．01� 15．9	
814 ルージュリナージュ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 430－ 21：59．31	 27．3

610 マイシンフォニー 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 81：59．4クビ 32．7�
712 ヒヅルジョウ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 482＋ 6 〃 クビ 31．1�
11 セントカメリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：59．71	 5．3
711 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 452＋102：00．12� 88．3�
34 パーソナルハイ 牝3鹿 54 吉田 豊�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 456－ 62：00．95 12．4�
813 ベリーヴィーナス 牝3黒鹿54 藤岡 康太ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 472－ 82：01．43 119．7�
22 ブルトンクール 牝3栗 54 浜中 俊会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456＋122：01．93 110．3�
33 ミナモトフェイス 牝3黒鹿54 
島 克駿 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 6 〃 ハナ 129．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 357，322，000円 複勝： 433，286，200円 枠連： 137，839，100円
馬連： 918，083，300円 馬単： 321，528，500円 ワイド： 679，396，300円
3連複： 1，765，974，500円 3連単： 2，184，396，500円 計： 6，797，826，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 340円 枠 連（4－5） 430円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 390円 �� 830円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 17，780円

票 数

単勝票数 計3573220 的中 � 1052168（1番人気）
複勝票数 計4332862 的中 � 1101045（1番人気）� 660563（2番人気）� 233364（7番人気）
枠連票数 計1378391 的中 （4－5） 245181（1番人気）
馬連票数 計9180833 的中 �� 789759（2番人気）
馬単票数 計3215285 的中 �� 147420（2番人気）
ワイド票数 計6793963 的中 �� 492350（2番人気）�� 204459（9番人気）�� 87313（25番人気）
3連複票数 計17659745 的中 ��� 246766（15番人気）
3連単票数 計21843965 的中 ��� 89068（43番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．3―12．2―12．0―11．8―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．7―48．0―1：00．2―1：12．2―1：24．0―1：35．5―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
・（4，5）13（2，8）12－7，9（3，6）11（1，10，14）
4，5（2，13）8（7，12）（3，9，11）（1，6，14）10

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

勝馬の
紹 介

アートハウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2021．10．9 阪神1着

2019．2．26生 牝3栗 母 パールコード 母母 マジックコード 5戦3勝 賞金 80，197，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアートハウス号・サリエラ号・エグランタイン号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26048 9月18日 曇 良 （4中京5） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 ドンフランキー 牡3栗 55 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 584＋101：22．8 2．5�
59 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 坂井 瑠星北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 508＋ 41：23．75 4．3�
36 � ヘイセイメジャー 牡5黒鹿57 和田 竜二菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 490－ 41：24．02 75．4�
24 � シャークスポット 牡4鹿 57

55 △松本 大輝沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 452＋ 21：24．31� 18．6�
510 ワンダースティング 牡4鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 518＋ 61：24．51� 11．3�
713 テーオーステルス 牡3鹿 55 団野 大成小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 508－121：24．6アタマ 17．3�
816 ティートラップ 牡5鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 462＋ 4 〃 アタマ 71．6	
47 リメンバーメモリー 牡5鹿 57 藤岡 佑介前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 480± 01：25．13 36．2

12 バ ス マ テ ィ 牝3鹿 53 武 豊多田 信尊氏 蛯名 正義 新ひだか 小野 秀治 442＋ 6 〃 クビ 7．2�
611 ウ ー ゴ 牡5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504± 01：25．2クビ 29．8
35 ヴ ア ー サ 牡4青 57 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 450＋ 41：25．3	 21．8�
815 メイショウフォイル 牡5鹿 57

56 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 506－ 4 〃 アタマ 175．5�
23 レディステディゴー 牡4鹿 57 �島 克駿 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 508＋ 41：25．5	 54．3�
612 サワヤカコーズサン 
4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 450－261：25．92� 55．7�
48 � タイムモーメント 
5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 81：26．43 149．5�

11 セイイーグル 
8鹿 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 452＋ 41：26．61� 9．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 103，444，900円 複勝： 129，624，500円 枠連： 50，287，700円
馬連： 201，921，000円 馬単： 77，539，300円 ワイド： 185，260，900円
3連複： 361，488，000円 3連単： 375，315，400円 計： 1，484，881，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 170円 � 810円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，720円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 10，410円 3 連 単 ��� 27，830円

票 数

単勝票数 計1034449 的中 � 327651（1番人気）
複勝票数 計1296245 的中 � 281494（1番人気）� 215269（2番人気）� 28139（12番人気）
枠連票数 計 502877 的中 （5－7） 89664（1番人気）
馬連票数 計2019210 的中 �� 213517（1番人気）
馬単票数 計 775393 的中 �� 49567（1番人気）
ワイド票数 計1852609 的中 �� 143659（1番人気）�� 26250（20番人気）�� 13437（44番人気）
3連複票数 計3614880 的中 ��� 26029（32番人気）
3連単票数 計3753154 的中 ��� 9776（69番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．0―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．6―46．6―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．2
3 ・（9，14）（1，6）（4，5）（2，8，10）（12，13）3（7，15，16）11 4 ・（9，14）－6（1，5）4（2，10）（3，12，8，13）（7，15，16）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンフランキー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sunriver デビュー 2021．6．26 阪神2着

2019．2．15生 牡3栗 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 7戦3勝 賞金 27，010，000円
〔制裁〕 レディステディゴー号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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 イチザウイナー号・テーオーポシブル号・フォルステライト号・ブリエヴェール号・ラフリッグフェル号

４レース目



（4中京5）第4日 9月18日（日曜日） 曇一時雨一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

284，370，000円
8，210，000円
34，020，000円
2，190，000円
35，840，000円
66，085，000円
4，198，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
1，014，266，100円
1，518，778，600円
326，023，400円
1，954，288，100円
816，457，600円
1，581，320，300円
3，399，339，200円
4，408，123，000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 15，018，596，300円

総入場人員 9，903名 （有料入場人員 9，512名）
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