
2609710月2日 晴 良 （4中京5） 第9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

811 デルマソトガケ 牡2栗 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 21：53．8 2．6�
810� イ サ イ ア ス 牡2栗 55 和田 竜二飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda

Farm 452± 01：54．54 2．9�
33 � サ ブ エ ガ 牡2栗 55 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 米 Aoshiba

Shouji Inc. 490－ 61：55．24 4．3�
22 � カ ウ ピ リ 牝2芦 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 444＋121：56．26 23．4�
55 モズバンディット 牡2鹿 55

52 ▲角田 大河 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 株式会社
幾千世牧場 442－10 〃 クビ 8．7�

44 オーロイプラータ 牡2鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム B536＋201：57．05 35．4	
11 モノクロームスター 牡2鹿 55

54 ☆小沢 大仁星加 浩一氏 今野 貞一 浦河 谷川牧場 478－ 2 〃 ハナ 115．7

67 ヤエベニシダレ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 平取 清水牧場 456± 0 〃 ハナ 143．6�

78 メイショウコムスビ 牡2栗 55
54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 01：58．17 38．8�

79 ソルトハート 牡2黒鹿55 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新冠 村本牧場 500＋ 41：58．52� 133．9
66 � エ イ ト ワ ン 牡2鹿 55 吉田 隼人大野 照旺氏 森 秀行 米 Pippa’s Hur-

ricane LLC 502－ 42：02．7大差 50．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，174，300円 複勝： 44，298，800円 枠連： 11，770，800円
馬連： 52，287，000円 馬単： 27，751，100円 ワイド： 45，192，800円
3連複： 82，823，100円 3連単： 115，284，900円 計： 417，582，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（8－8） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 381743 的中 � 118734（1番人気）
複勝票数 計 442988 的中 � 129083（2番人気）� 143389（1番人気）� 55282（3番人気）
枠連票数 計 117708 的中 （8－8） 30622（2番人気）
馬連票数 計 522870 的中 �� 139756（1番人気）
馬単票数 計 277511 的中 �� 31614（2番人気）
ワイド票数 計 451928 的中 �� 96079（1番人気）�� 45474（3番人気）�� 46582（2番人気）
3連複票数 計 828231 的中 ��� 141845（1番人気）
3連単票数 計1152849 的中 ��� 49969（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．4―50．2―1：02．8―1：15．7―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（9，11）（8，10）3－（1，7）－6－5－4－2・（9，11，10）（3，8）7（1，5，6）－2，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマソトガケ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．6．26 阪神6着

2020．4．28生 牡2栗 母 アムールポエジー 母母 ハッピーリクエスト 4戦1勝 賞金 7，280，000円
〔制裁〕 ヤエベニシダレ号の騎手永島まなみは，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：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイトワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月2日まで平地競走に出

走できない。

2609810月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第2競走 1，200�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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

79 ナムラジョシュア 牡2黒鹿55 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 468＋ 61：13．2 100．5�
44 ミルトプライム 牡2鹿 55 加藤 祥太永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 462± 01：13．3クビ 8．8�
66 タガノロビンソン 牡2栗 55 古川 吉洋八木 昌司氏 宮 徹 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：13．51� 21．0�
67 ペプチドハドソン 牡2鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 472± 01：13．6� 1．4�
810 ゴッドセンド 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 466＋101：13．7クビ 5．6�
22 コスモグングニール 牡2鹿 55 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 長谷川浩大 日高 森永牧場 492＋ 41：14．33� 26．6

33 クールジャーマン 牡2青 55 川須 栄彦川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 474± 01：14．4クビ 10．4�
55 オースミシエロ 牝2栗 54

51 ▲川端 海翼�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 486＋181：14．71� 85．5�
78 ショウナンマラマ 牝2黒鹿54 松若 風馬国本 哲秀氏 西園 正都 日高 天羽牧場 446± 0 〃 アタマ 24．7
811 リ ブ リ ッ チ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 田中 裕之 410－ 21：15．12� 221．1�
11 アパラージタ 牡2黒鹿 55

52 ▲角田 大河田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 408－ 21：15．52� 192．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，301，600円 複勝： 170，615，100円 枠連： 8，654，800円
馬連： 49，157，400円 馬単： 32，336，900円 ワイド： 50，286，800円
3連複： 78，178，300円 3連単： 141，226，400円 計： 568，757，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，050円 複 勝 � 5，690円 � 630円 � 990円 枠 連（4－7） 6，950円

馬 連 �� 37，130円 馬 単 �� 135，480円

ワ イ ド �� 8，620円 �� 8，970円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 121，390円 3 連 単 ��� 1，575，210円

票 数

単勝票数 計 383016 的中 � 3236（9番人気）
複勝票数 計1706151 的中 � 7492（9番人気）� 76011（3番人気）� 46129（5番人気）
枠連票数 計 86548 的中 （4－7） 964（13番人気）
馬連票数 計 491574 的中 �� 1026（31番人気）
馬単票数 計 323369 的中 �� 179（71番人気）
ワイド票数 計 502868 的中 �� 1478（33番人気）�� 1421（36番人気）�� 10729（11番人気）
3連複票数 計 781783 的中 ��� 483（90番人気）
3連単票数 計1412264 的中 ��� 65（601番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．8―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラジョシュア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2022．9．18 中京11着

2020．4．11生 牡2黒鹿 母 ナ ム ラ ネ ネ 母母 ロサンジェラ 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９日



2609910月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第3競走 ��1，600�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
1：33．1
1：32．3

良
良

68 メランポジューム 牝2鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450± 01：35．4 2．9�

22 ウインエーデル 牝2黒鹿54 国分 優作�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 61：35．51 18．3�
45 ヒルノピレネー 牡2黒鹿55 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 450－101：35．6� 18．4�
57 ダンツクリスタル 牝2青 54 和田 竜二山元 哲二氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 444＋10 〃 ハナ 7．3�
44 ワイドアラジン 牡2栗 55

54 ☆小沢 大仁幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 飛野牧場 474－ 21：35．7� 39．3�
33 パクパクデスワ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 416－ 41：35．8クビ 17．2	
812 エイユーマックス 牡2青鹿55 幸 英明笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 470＋ 41：35．9� 18．7

69 メイショウカゼマチ 牡2鹿 55

54 ☆角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 440＋18 〃 クビ 91．0�
711 アズマサクラエモン 牡2鹿 55 松若 風馬東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 520－ 81：36．11 171．0�
813 カシノインディード 牡2鹿 55 藤岡 康太柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 452＋101：36．31 3．8
56 テナシティー 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか 前川 勝春 450－101：36．51� 6．0�
710 タイガーミノル 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 482＋ 81：36．6� 36．4�
11 スギノケルピー 牝2栗 54

51 ▲角田 大河杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 404＋10 〃 クビ 162．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，992，300円 複勝： 67，797，400円 枠連： 12，926，800円
馬連： 64，300，400円 馬単： 28，291，400円 ワイド： 67，359，800円
3連複： 98，193，200円 3連単： 105，190，900円 計： 491，052，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 510円 � 440円 枠 連（2－6） 2，770円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 790円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 9，640円 3 連 単 ��� 37，640円

票 数

単勝票数 計 469923 的中 � 130250（1番人気）
複勝票数 計 677974 的中 � 159662（2番人気）� 28100（8番人気）� 33332（7番人気）
枠連票数 計 129268 的中 （2－6） 3612（12番人気）
馬連票数 計 643004 的中 �� 17674（12番人気）
馬単票数 計 282914 的中 �� 5345（16番人気）
ワイド票数 計 673598 的中 �� 15349（15番人気）�� 22826（7番人気）�� 4059（36番人気）
3連複票数 計 981932 的中 ��� 7637（33番人気）
3連単票数 計1051909 的中 ��� 2026（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．2―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4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

メランポジューム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．8．6 新潟5着

2020．2．20生 牝2鹿 母 ペ ル フ ィ カ 母母 スティーリンキッシーズ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔その他〕 メランポジューム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メランポジューム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月2日まで出走できない。

2610010月2日 晴 良 （4中京5） 第9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

44 タガノエヴリン 牝2鹿 54
51 ▲角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：26．5 3．4�
813 ド ン カ ル ロ 牡2栗 55 岩田 望来広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 448 ―1：26．71� 5．9�
68 インザストーン 牡2鹿 55 吉田 隼人グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 中山 高鹿康 468 ―1：26．8� 6．3�
56 エンプレスペイ 牝2鹿 54 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 440 ―1：27．01� 4．1�
710 マンノライトニング 牡2栗 55

54 ☆角田 大和萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 448 ―1：27．31� 21．7�
69 タイセイヴィゴーレ 牡2栗 55 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 新冠 松本 信行 500 ―1：27．51� 25．9	
812 ダディーズウォリア 牡2栗 55 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 448 ―1：27．6� 28．5

22 ボ ル ネ オ �2鹿 55

54 ☆小沢 大仁�高橋ファーム 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 470 ―1：27．91� 8．9�
57 テイケイヴォーグ 牡2鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 464 ―1：28．43 112．4
11 イチゴホイップ 牝2黒鹿54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 460 ―1：29．35 100．7�
33 ア ゲ マ セ ン 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 436 ―1：30．89 69．5�
45 ハイエナジー 牡2黒鹿 55

51 ★今村 聖奈前田 幸治氏 高橋 亮 平取 北島牧場 442 ―1：31．12 19．0�
711 キクノルーナ 牝2栗 54 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 404 ―1：32．37 100．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，362，000円 複勝： 46，253，300円 枠連： 11，721，600円
馬連： 52，840，500円 馬単： 23，723，900円 ワイド： 46，749，600円
3連複： 77，957，500円 3連単： 85，503，700円 計： 386，112，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 490円 �� 410円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 計 413620 的中 � 101741（1番人気）
複勝票数 計 462533 的中 � 107219（1番人気）� 58550（4番人気）� 62788（3番人気）
枠連票数 計 117216 的中 （4－8） 12020（3番人気）
馬連票数 計 528405 的中 �� 34233（4番人気）
馬単票数 計 237239 的中 �� 8715（5番人気）
ワイド票数 計 467496 的中 �� 24487（4番人気）�� 30513（2番人気）�� 18817（8番人気）
3連複票数 計 779575 的中 ��� 24184（5番人気）
3連単票数 計 855037 的中 ��� 5715（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．2―48．9―1：01．4―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．6
3 ・（8，9）13（4，6，11）10（3，7）－2，12，5，1 4 ・（8，9，13）（4，6）（10，11）3－7，2，12－5，1

勝馬の
紹 介

タガノエヴリン �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2020．4．10生 牝2鹿 母 ボディーダンシング 母母 ダンシングサンデー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノルーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月2日まで平地競走

に出走できない。



2610110月2日 晴 良 （4中京5） 第9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

22 ダノンペドロ 牡2鹿 55 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 474 ―2：03．6 4．3�
610 マルクパージュ 牝2青鹿 54

50 ★今村 聖奈 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 402 ―2：03．7� 13．1�
58 グ ラ シ ア ス 牡2鹿 55 富田 暁瀬谷 �雄氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ―2：04．02 12．5�
711 アウフヘーベン 牝2鹿 54 太宰 啓介�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 456 ―2：04．1� 31．2	
712 ノレッジビューティ 牝2鹿 54 北村 友一�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 440 ―2：04．2� 38．6

11 カブキチョウ 牡2栗 55 松若 風馬宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか ヒサイファーム 458 ―2：04．62� 70．1�
45 サイモンコーラル 牝2青鹿54 三浦 皇成澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 468 ― 〃 クビ 57．9�
46 ギリギリチョップ 牡2黒鹿55 荻野 琢真風早 信昭氏 大久保龍志 浦河 富菜牧場 532 ― 〃 アタマ 20．5
69 グァルジャー 牝2芦 54

53 ☆角田 大和二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 468 ―2：04．7� 46．4�
33 ロードマンハイム 牡2鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 512 ― 〃 ハナ 3．1�
34 ゲールサンダー 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 米田牧場 516 ―2：05．23 3．7�
57 ジョウショーパワー 牡2黒鹿55 川須 栄彦熊田 義孝氏 中尾 秀正 新冠 五丸農場 460 ―2：05．3クビ 149．7�
813 ハヤブサゲキレア 牝2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 坂口 智康 浦河 富田牧場 494 ―2：05．4� 46．3�
814 クランプレミア 牝2鹿 54 幸 英明会田 浩史氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 434 ―2：05．5� 38．1�
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売 得 金
単勝： 48，418，000円 複勝： 51，416，300円 枠連： 14，396，400円
馬連： 58，327，500円 馬単： 28，184，100円 ワイド： 55，421，000円
3連複： 93，518，800円 3連単： 106，639，800円 計： 456，321，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 370円 � 280円 枠 連（2－6） 2，440円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 870円 �� 710円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 43，020円

票 数

単勝票数 計 484180 的中 � 93449（3番人気）
複勝票数 計 514163 的中 � 85219（3番人気）� 32120（5番人気）� 46490（4番人気）
枠連票数 計 143964 的中 （2－6） 4565（8番人気）
馬連票数 計 583275 的中 �� 18263（9番人気）
馬単票数 計 281841 的中 �� 4951（14番人気）
ワイド票数 計 554210 的中 �� 16567（10番人気）�� 20562（5番人気）�� 6942（20番人気）
3連複票数 計 935188 的中 ��� 8217（27番人気）
3連単票数 計1066398 的中 ��� 1797（123番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．8―13．2―13．3―12．9―12．4―11．8―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―36．9―50．1―1：03．4―1：16．3―1：28．7―1：40．5―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンペドロ �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 Reset 初出走

2020．4．13生 牡2鹿 母 セットスクエア 母母 Dynastar 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロードマンハイム号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・7番・13

番）

2610210月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第6競走 ��1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

712� コルドンルージュ 牝3鹿 53 岩田 望来 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 米 Northern
Farm 504＋122：00．5 3．5�

611 クラップサンダー 牡3鹿 55
51 ★今村 聖奈深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 454± 02：01．03 6．1�

814 サイモンメガライズ 牡4鹿 57 北村 友一澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B506± 0 〃 クビ 7．4�
23 ナムラショウグン 牡5青鹿57 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 492± 02：01．21 204．8�
11 フロンタルジェダイ 牡3栗 55 富田 暁髙橋 正雄氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B516± 02：01．41� 35．3�
34 マリオロード 牡3鹿 55 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 482＋102：01．71� 3．8	
58 ブラックラテ 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：02．12� 56．6

815 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 55 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 B472－ 62：02．2クビ 28．1�
47 � ボブズヤアンクル 牡3鹿 55 和田 竜二ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

532＋ 82：02．94 6．4�
713 キングレリック 牡3栗 55 松若 風馬�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 538 ―2：03．32� 15．9
610 ナムラスワガー 牡4鹿 57 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 488＋ 82：03．4クビ 53．3�
46 	 メイショウピスカリ 牡4黒鹿 57

56 ☆角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 436－ 62：03．71
 31．6�
22 リリーアロー 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B502± 02：03．81 99．3�
59 アナザーエデン 牡3鹿 55

52 ▲角田 大河市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 502± 02：03．9クビ 23．3�
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35 キングリスティア �6青 57 幸 英明廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，864，400円 複勝： 70，147，500円 枠連： 14，455，100円
馬連： 73，210，400円 馬単： 28，440，600円 ワイド： 76，017，900円
3連複： 113，334，400円 3連単： 110，174，100円 計： 532，644，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 180円 � 190円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 480円 �� 550円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 差引計 468644（返還計 2782） 的中 � 106181（1番人気）
複勝票数 差引計 701475（返還計 3777） 的中 � 109144（2番人気）� 104241（3番人気）� 93807（5番人気）
枠連票数 差引計 144551（返還計 682） 的中 （6－7） 13168（1番人気）
馬連票数 差引計 732104（返還計 21082） 的中 �� 46806（3番人気）
馬単票数 差引計 284406（返還計 8290） 的中 �� 10900（2番人気）
ワイド票数 差引計 760179（返還計 17170） 的中 �� 41091（3番人気）�� 35003（6番人気）�� 36302（5番人気）
3連複票数 差引計1133344（返還計 57564） 的中 ��� 33297（5番人気）
3連単票数 差引計1101741（返還計 64135） 的中 ��� 7280（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―11．7―13．2―12．5―12．1―12．4―12．5―13．0―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．9―30．6―43．8―56．3―1：08．4―1：20．8―1：33．3―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．7
1
3

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

・（12，7）（1，13，15）（2，10）4，6（8，14）9－11－3・（12，7）13，1，10（4，15）（8，6）14－2（9，11）3
勝馬の
紹 介

�コルドンルージュ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Broken Vow デビュー 2022．3．13 中京2着

2019．2．24生 牝3鹿 母 Champagne Room 母母 Lucky to Be Me 4戦2勝 賞金 15，000，000円
〔出走取消〕 キングリスティア号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。



2610310月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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 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

12 ワンダーブレット �3鹿 55 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 500＋101：53．2 3．1�
24 ワンダーウィルク 牡3芦 55 和田 竜二山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 498＋ 61：53．51� 41．9�
36 ケイアイシェルビー 牡4鹿 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 B472－ 21：53．81� 9．9�
47 マカンマカン 牡3青鹿55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－101：53．9� 15．8�
48 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

56 ☆小沢 大仁永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 500－ 41：54．11 130．1�
714 ヨロシオスナ 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大河岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 498－261：54．2� 7．4	
815 サーティファイド 牡3鹿 55 藤岡 康太安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：54．4� 176．2

59 アメイジングタイム 牡4鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：54．71� 26．0�
510 マルモルーラー 牡4黒鹿57 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 524＋ 21：54．8� 27．9
611� ムーンオブバローダ 牡6栗 57

54 ▲鷲頭 虎太 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 177．5�
816 デュアルレインボー 牡3鹿 55 水口 優也近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 488－101：55．01� 8．4�
11 ハヤブサウィッシュ 牡3栗 55 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：55．1� 4．9�
35 モズミツボシ 牡3鹿 55

51 ★今村 聖奈 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 530± 01：55．52� 38．5�
23 オ ス テ リ ア 牡3栗 55 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 496－ 21：56．03 8．4�
713 クリノレジェンド 牡3黒鹿55 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 506－ 21：56．74 84．3�
612 トーホウスザク 牡4栗 57 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 484＋ 41：57．33� 23．5�
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売 得 金
単勝： 52，209，400円 複勝： 76，133，800円 枠連： 20，625，900円
馬連： 94，270，300円 馬単： 35，303，100円 ワイド： 97，149，000円
3連複： 154，813，200円 3連単： 137，962，100円 計： 668，466，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 190円 � 760円 � 310円 枠 連（1－2） 800円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 710円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 68，270円

票 数

単勝票数 計 522094 的中 � 131591（1番人気）
複勝票数 計 761338 的中 � 130868（2番人気）� 21178（11番人気）� 61874（5番人気）
枠連票数 計 206259 的中 （1－2） 19751（1番人気）
馬連票数 計 942703 的中 �� 12060（24番人気）
馬単票数 計 353031 的中 �� 3754（24番人気）
ワイド票数 計 971490 的中 �� 10488（29番人気）�� 36956（6番人気）�� 5358（49番人気）
3連複票数 計1548132 的中 ��� 7544（57番人気）
3連単票数 計1379621 的中 ��� 1465（219番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―12．5―12．1―12．2―12．6―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．1―49．6―1：01．7―1：13．9―1：26．5―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．3
1
3
2，5，3（1，14）－（4，10）16，8，12（7，15）（9，11）－6，13
2（5，14）（1，3）4（16，12）10（8，15，6）9，7（11，13）

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

勝馬の
紹 介

ワンダーブレット �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2022．1．23 中京12着

2019．4．14生 �3鹿 母 フジインザスカイ 母母 ホーマンキュート 8戦2勝 賞金 16，560，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 マリオンエール号

2610410月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：19．2
1：19．0

良
良

35 レゾンドゥスリール �4黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 454＋101：20．1 23．2�
11 ウインバグース 牡3鹿 55

51 ★永島まなみ�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 2 〃 ハナ 27．9�
510 ド リ ア ー ド 牝4青鹿 55

51 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476＋ 21：20．52� 32．9�

48 � デヴィルズマーブル 牡3鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 480＋ 41：20．71	 7．0�
36 レオンバローズ 牡3黒鹿55 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 458－ 61：20．8� 8．0	
714 ソルトキャピタル 牡5鹿 57 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 534＋141：21．01	 31．8

12 シ コ ウ 牡5青鹿 57

56 ☆小沢 大仁岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 81：21．1クビ 110．7�
611 タイセイブリリオ 牡3鹿 55 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 8．6�
713 レッドラマンシュ 牡3黒鹿55 北村 友一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 470＋ 4 〃 同着 4．3
612 ヴィースバーデン 牝5鹿 55

54 ☆角田 大和 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 6 〃 クビ 95．5�
23 シュライエン 牝4黒鹿55 吉田 隼人�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋161：21．2� 3．5�
47 ウナギノボリ 牡3黒鹿55 富田 暁小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 460± 01：21．3クビ 18．6�
815 グッドフェイス 牡3鹿 55 三浦 皇成 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 472± 01：21．61
 11．4�
59 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 420＋ 41：22．02� 171．6�
817 アイノカタマリ 牡3鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 71．0�
24 � シンゼングレート 牡4青鹿57 小野寺祐太原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 456± 01：22．31
 285．3�
816 ショウナンガニアン 牡4鹿 57 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 444＋ 21：22．4クビ 33．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 54，499，700円 複勝： 85，911，200円 枠連： 20，451，300円
馬連： 97，117，200円 馬単： 35，177，800円 ワイド： 95，752，800円
3連複： 146，131，500円 3連単： 141，764，400円 計： 676，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 790円 � 920円 � 770円 枠 連（1－3） 6，110円

馬 連 �� 31，060円 馬 単 �� 62，960円

ワ イ ド �� 5，670円 �� 11，070円 �� 14，060円

3 連 複 ��� 374，050円 3 連 単 ��� 2，055，580円

票 数

単勝票数 計 544997 的中 � 18789（8番人気）
複勝票数 計 859112 的中 � 28891（11番人気）� 24419（12番人気）� 29626（10番人気）
枠連票数 計 204513 的中 （1－3） 2590（24番人気）
馬連票数 計 971172 的中 �� 2423（65番人気）
馬単票数 計 351778 的中 �� 419（132番人気）
ワイド票数 計 957528 的中 �� 4380（53番人気）�� 2229（77番人気）�� 1753（83番人気）
3連複票数 計1461315 的中 ��� 293（415番人気）
3連単票数 計1417644 的中 ��� 50（2306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―33．9―45．2―56．4―1：07．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 1，3，9（5，8，11）（6，15，16）（4，10，13）（12，17）2，14，7 4 1，3，9（5，8）11（6，15，16）4（10，13）（2，12，17）14，7

勝馬の
紹 介

レゾンドゥスリール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．11．21 阪神1着

2018．1．18生 �4黒鹿 母 ローブティサージュ 母母 プチノワール 10戦2勝 賞金 15，800，000円



2610510月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第9競走 ��2，000�
は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走14時15分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�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
1：57．2
1：56．1

良
良

89 スワヤンブナート �3青鹿55 吉田 隼人吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 22：02．4 3．7�
66 � アルディテッツァ 牡6鹿 57 北村 友一�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 42：02．5� 17．4�
11 ダディーズトリップ 牡6青 57 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 448－ 22：02．6	 16．8�
22 セグレドスペリオル 牡6鹿 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：02．7	 47．9�
810 ブラックシールド 牡3鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 456± 02：02．8� 1．9�
33 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 8．5	
55 タイセイコマンド 牡4鹿 57 角田 大河田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 492＋ 2 〃 ハナ 122．7

77 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 藤岡 佑介�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 458± 02：02．9クビ 5．8�
78 � タイクーンバゴ 牡5青鹿57 小沢 大仁�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 02：03．11	 53．9
44 グッドリドゥンス 牡5栗 57 古川 吉洋林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490± 02：04．16 200．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，426，700円 複勝： 88，284，400円 枠連： 13，723，400円
馬連： 82，311，700円 馬単： 48，268，600円 ワイド： 74，176，100円
3連複： 131，275，800円 3連単： 253，239，700円 計： 748，706，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 250円 � 560円 � 380円 枠 連（6－8） 1，150円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 890円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 38，690円

票 数

単勝票数 計 574267 的中 � 122520（2番人気）
複勝票数 計 882844 的中 � 105061（2番人気）� 37618（6番人気）� 58950（5番人気）
枠連票数 計 137234 的中 （6－8） 9246（5番人気）
馬連票数 計 823117 的中 �� 23013（10番人気）
馬単票数 計 482686 的中 �� 7304（17番人気）
ワイド票数 計 741761 的中 �� 19247（12番人気）�� 21667（11番人気）�� 11519（18番人気）
3連複票数 計1312758 的中 ��� 9700（27番人気）
3連単票数 計2532397 的中 ��� 4745（117番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．1―12．8―12．5―12．2―12．1―11．6―10．9―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―38．7―51．5―1：04．0―1：16．2―1：28．3―1：39．9―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スワヤンブナート �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Country Reel デビュー 2022．2．6 中京6着

2019．4．12生 �3青鹿 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 8戦3勝 賞金 31，139，000円
※出走取消馬 アナレンマ号（疾病〔感冒〕のため）

2610610月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第10競走 ��
��1，900�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走14時50分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

59 ヴィアメント �5栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480＋ 21：59．0 9．8�
814 リリーミニスター �5芦 57 古川 吉洋土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 480＋141：59．53 83．9�
713 ランスオブアース 牝4青鹿55 泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 41：59．6	 138．8�
23 ゴールドハイアー 牡4栗 57 和田 竜二居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 494＋ 61：59．91	 7．4�
712 テイエムマグマ 牡4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 502＋ 22：00．0	 12．4�
46 サンライズシェリー 牡5鹿 57 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 42：00．53 30．5	
11 サステナブル 牡4鹿 57 斎藤 新
ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 B512－ 42：00．71
 35．5�
610 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 502＋ 8 〃 ハナ 23．8�
35 � コパノリッチマン 牡5栃栗57 中井 裕二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514± 02：01．02 51．2
22 ペプチドナイル 牡4鹿 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 534＋ 82：01．21
 3．5�
815 アジャストザルート 牡5鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム B502＋142：01．83� 46．6�
47 メイショウユズルハ 牡3鹿 55 岩田 望来松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B486± 02：02．43� 2．2�
611 スギノマジェスティ 牡4栗 57 北村 友一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 468－ 22：03．78 57．4�
58 ペ ガ サ ス 牡6青鹿57 角田 大和中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 456＋ 62：04．12� 30．7�

（14頭）
34 � リバプールタウン 牡7鹿 57 小沢 大仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 492－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 70，849，300円 複勝： 93，293，600円 枠連： 32，779，800円
馬連： 155，213，700円 馬単： 61，094，300円 ワイド： 126，914，000円
3連複： 240，944，200円 3連単： 270，426，400円 計： 1，051，515，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 1，810円 � 3，110円 枠 連（5－8） 8，280円

馬 連 �� 42，370円 馬 単 �� 64，530円

ワ イ ド �� 10，360円 �� 19，680円 �� 40，120円

3 連 複 ��� 956，120円 3 連 単 ��� 3，063，420円

票 数

単勝票数 差引計 708493（返還計 8446） 的中 � 57260（4番人気）
複勝票数 差引計 932936（返還計 19201） 的中 � 82805（5番人気）� 12733（13番人気）� 7296（14番人気）
枠連票数 差引計 327798（返還計 469） 的中 （5－8） 3067（21番人気）
馬連票数 差引計1552137（返還計 61614） 的中 �� 2839（60番人気）
馬単票数 差引計 610943（返還計 24402） 的中 �� 710（101番人気）
ワイド票数 差引計1269140（返還計 65490） 的中 �� 3173（66番人気）�� 1665（79番人気）�� 815（88番人気）
3連複票数 差引計2409442（返還計200928） 的中 ��� 189（340番人気）
3連単票数 差引計2704264（返還計211631） 的中 ��� 64（1766番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―29．8―43．3―56．3―1：08．9―1：21．3―1：33．5―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
6，12，14，10（2，13）（3，15）（1，5）－（7，11，8）－9
6（12，14）（2，10，13，15）（1，3，5，8）－9，7，11

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

勝馬の
紹 介

ヴィアメント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．8．11 札幌5着

2017．2．14生 �5栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 24戦4勝 賞金 71，741，000円
〔競走除外〕 リバプールタウン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペガサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月2日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 アベックフォルス号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ダッチマン号・ベルジュネス号・メガゴールド号

２レース目



2610710月2日 晴 良 （4中京5） 第9日 第11競走 ��
��1，600�ポートアイランドステークス（Ｌ）

発走15時30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，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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：32．2
1：30．3

良
良

79 ア ル サ ト ワ 牡5鹿 57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516± 01：33．1 7．5�

33 ヴィジュネル 牡4青鹿56 松若 風馬 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋221：33．2	 28．3�

44 アドマイヤビルゴ 牡5鹿 57 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438± 01：33．3クビ 8．0�
68 ワールドウインズ 
5鹿 56 松田 大作川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 B468＋ 2 〃 ハナ 16．0�
67 ワールドバローズ 牡4鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 464＋ 41：33．4� 3．3�
55 エンデュミオン 牡5黒鹿56 城戸 義政�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 466＋ 4 〃 クビ 9．3	
22 フォルコメン 
6鹿 57 北村 友一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 508＋ 21：33．72 4．7

56 ス ラ イ リ ー 牝4鹿 54 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 442± 01：33．9	 24．7�
812 ウインアグライア 牝4鹿 54 国分 優作�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B482＋ 2 〃 ハナ 100．5
710 シャイニーロック 牡6鹿 56 川須 栄彦小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 504－ 2 〃 クビ 29．4�
11 カイザーバローズ 牡4青鹿57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 450－121：34．32� 5．3�
811� パーティナシティ 牡6鹿 56 富田 暁ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

504－ 61：35．15 145．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 93，399，500円 複勝： 98，072，100円 枠連： 41，179，000円
馬連： 253，330，800円 馬単： 97，107，200円 ワイド： 158，534，500円
3連複： 395，652，800円 3連単： 530，698，400円 計： 1，667，974，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 710円 � 310円 枠 連（3－7） 7，950円

馬 連 �� 16，470円 馬 単 �� 25，360円

ワ イ ド �� 4，270円 �� 1，170円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 37，630円 3 連 単 ��� 246，630円

票 数

単勝票数 計 933995 的中 � 99588（4番人気）
複勝票数 計 980721 的中 � 90088（5番人気）� 32119（10番人気）� 88107（6番人気）
枠連票数 計 411790 的中 （3－7） 4011（22番人気）
馬連票数 計2533308 的中 �� 11920（40番人気）
馬単票数 計 971072 的中 �� 2871（71番人気）
ワイド票数 計1585345 的中 �� 9374（41番人気）�� 35734（15番人気）�� 16061（30番人気）
3連複票数 計3956528 的中 ��� 7884（96番人気）
3連単票数 計5306984 的中 ��� 1560（561番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．7―47．6―59．2―1：10．1―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

ア ル サ ト ワ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．12．15 阪神7着

2017．2．26生 牡5鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 17戦6勝 賞金 97，252，000円

2610810月2日 晴 良 （4中京5） 第9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 1，405，000
1，405，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 カセノダンサー 牝3栗 53 吉田 隼人平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 480＋141：23．5 2．7�
23 クリノクラール 牡4鹿 57 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 B494－ 21：24．24 8．2�
11 フォーチュンテラー 牡3青鹿 55

51 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 21：24．62 3．1�

48 プレシオーソ �5黒鹿57 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 478－141：24．92 16．6�

612� タイミングナウ �6鹿 57 藤岡 康太�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich
Farms 476± 0 〃 同着 10．7�

47 � ピンクダイヤ 牡3芦 55
52 ▲鷲頭 虎太木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 470－ 4 〃 ハナ 29．4	
611 パロットビーク 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大河 
社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 81：25．0� 34．1�

12 	 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± 01：25．1クビ 19．2�
510 タケルラスティ 牡5栗 57 三浦 皇成森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 21：25．2� 15．0
36 フォルステライト 牝5黒鹿55 北村 友一 
サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B456＋12 〃 アタマ 84．7�
35 グランセノーテ 牡9栗 57 富田 暁安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 520－181：25．51� 131．0�
24 	 ファーストリッキー 牡3栗 55 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 平取 北島牧場 498＋ 61：25．71 83．0�
713 ショウナンアストラ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心国本 哲秀氏 西田雄一郎 むかわ 上水牧場 468－161：26．01� 118．1�
815 ブリエヴェール 牡4青鹿 57

56 ☆小沢 大仁 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B460＋ 61：26．1� 22．0�
714 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462＋ 61：26．31 82．6�
59 メイショウナパワン 牡5黒鹿 57

56 ☆角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 484－ 2 （競走中止） 182．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 100，926，200円 複勝： 124，417，800円 枠連： 41，943，800円
馬連： 183，591，600円 馬単： 75，129，900円 ワイド： 164，496，300円
3連複： 289，635，500円 3連単： 341，151，400円 計： 1，321，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（2－8） 1，320円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 560円 �� 230円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計1009262 的中 � 298162（1番人気）
複勝票数 計1244178 的中 � 262137（1番人気）� 137261（3番人気）� 252878（2番人気）
枠連票数 計 419438 的中 （2－8） 24578（6番人気）
馬連票数 計1835916 的中 �� 90128（4番人気）
馬単票数 計 751299 的中 �� 25011（5番人気）
ワイド票数 計1644963 的中 �� 68360（4番人気）�� 209838（1番人気）�� 72073（3番人気）
3連複票数 計2896355 的中 ��� 137701（1番人気）
3連単票数 計3411514 的中 ��� 29147（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．8―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カセノダンサー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2021．7．18 福島1着

2019．4．19生 牝3栗 母 レディーソルジャー 母母 ナ シ ラ 8戦3勝 賞金 36，179，000円
〔競走中止〕 メイショウナパワン号は，向正面で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 カセノダンサー号の騎手吉田隼人は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・10番・9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 ウーゴ号・ゴーストレート号・バーニングソウル号・ワキノクイーン号

４レース目



（4中京5）第9日 10月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

232，970，000円
5，620，000円
34，730，000円
1，230，000円
29，710，000円
72，137，000円
4，427，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
689，423，400円
1，016，641，300円
244，628，700円
1，215，958，500円
520，808，900円
1，058，050，600円
1，902，458，300円
2，339，262，200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 8，987，231，900円

総入場人員 8，943名 （有料入場人員 8，592名）



令和4年度 第5回中京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，344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

2，273，630，000円
48，610，000円
291，120，000円
15，260，000円
284，140，000円
609，231，000円
39，934，000円
12，902，400円

勝馬投票券売得金
7，256，427，200円
10，772，027，500円
2，247，739，800円
12，780，610，700円
5，620，756，300円
10，984，555，000円
21，388，214，600円
27，603，419，300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
計 98，653，750，400円

総入場延人員 75，505名 （有料入場延人員 72，289名）
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