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12013 5月9日 晴 稍重 （3中京3） 第2日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

814 ワイドアウェイク 牝3栗 54
52 △泉谷 楓真 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490＋ 21：55．8 2．0�

57 ウインブランカ 牝3芦 54
53 ☆富田 暁�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 B434± 01：56．01� 10．4�

813 グッドインパクト 牝3鹿 54 古川 吉洋杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 アタマ 3．4�
34 マジェスティアスク 牝3鹿 54 藤岡 康太廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム B456± 01：56．53 23．1�
22 ア レ ッ サ 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 宮本 博 平取 坂東牧場 416＋ 61：57．03 74．7	
712 ナリタダイアリー 牝3青鹿54 国分 優作�オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 438± 01：57．1� 238．7

711 ココロノエンジェル 牝3栗 54 荻野 琢真 COCORO組合 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 444－12 〃 ハナ 57．4�
69 レースアルカーナ 牝3栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 21：57．2� 48．7�
45 ローゼライト 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B432＋ 41：57．41 21．9
46 ラブリーマカロン 牝3芦 54

51 ▲角田 大和�髙昭牧場 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 488－ 21：57．82� 269．6�
33 ハ ジ ヲ シ レ 牝3黒鹿54 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 446－ 41：58．43� 292．3�
11 リュクスエンヴィ 牝3栗 54 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478＋ 61：59．03� 16．8�
610 セラスチューム 牝3栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：59．74 5．9�

（13頭）
58 ノーブルハート 牝3鹿 54 団野 大成�マークス 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，517，100円 複勝： 25，762，700円 枠連： 8，324，700円
馬連： 34，523，300円 馬単： 17，881，200円 ワイド： 28，649，300円
3連複： 54，961，500円 3連単： 73，838，400円 計： 263，458，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 380円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 差引計 195171（返還計 315） 的中 � 75779（1番人気）
複勝票数 差引計 257627（返還計 366） 的中 � 103598（1番人気）� 25562（3番人気）� 57773（2番人気）
枠連票数 差引計 83247（返還計 31） 的中 （5－8） 11558（3番人気）
馬連票数 差引計 345233（返還計 1485） 的中 �� 28888（3番人気）
馬単票数 差引計 178812（返還計 715） 的中 �� 9309（4番人気）
ワイド票数 差引計 286493（返還計 1426） 的中 �� 21006（3番人気）�� 72802（1番人気）�� 15145（4番人気）
3連複票数 差引計 549615（返還計 5274） 的中 ��� 74961（2番人気）
3連単票数 差引計 738384（返還計 6444） 的中 ��� 17569（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．3―12．7―12．3―12．7―13．3―13．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―50．6―1：02．9―1：15．6―1：28．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
1（5，10，11）（7，14）3，13（9，4）（2，6）－12・（1，10，11）（7，14）4（5，13）9，3（2，6）－12

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

勝馬の
紹 介

ワイドアウェイク �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．10．11 京都14着

2018．2．18生 牝3栗 母 オープンユアアイズ 母母 ア ー ヴ ェ イ 9戦1勝 賞金 12，280，000円
〔出走取消〕 ノーブルハート号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ラブリーマカロン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競走に出走でき

ない。

12014 5月9日 晴 稍重 （3中京3） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

23 イマジンヨウコ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B456－ 21：13．4 5．8�

36 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 428－ 61：13．72 4．6�

59 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 456＋ 21：14．01� 6．0�
510 ティーティーゴー 牡3栗 56 川又 賢治康本 利幸氏 畑端 省吾 新冠 堤 牧場 476＋ 61：14．21� 14．0�
611 インディナート 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 432－10 〃 クビ 12．6�

713 スマートスローン 牡3栗 56 藤岡 康太大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 488－ 11：14．3� 222．4	
816 ショウナンパプリカ 牡3鹿 56 岩田 康誠
湘南 新谷 功一 日高 中原牧場 492＋ 4 〃 ハナ 2．3�
11 テイエムグレイト 牡3芦 56 長岡 禎仁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 468－ 61：14．51 53．5�
612 メイショウアゲシオ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝松本 好雄氏 石橋 守 新冠 タニグチ牧場 472＋ 21：14．82 356．8
815 マラムレシュ 牝3鹿 54 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 418＋ 61：14．9� 261．7�
24 ニホンピロラブリー 牝3青鹿54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 462＋ 21：15．0� 165．2�
714 メイショウホナミ 牝3栗 54 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 404－141：15．31� 355．8�
12 ヒデノペリドット 牡3栗 56 加藤 祥太大石 秀夫氏 梅田 智之 新冠 山岡ファーム 488－ 41：15．93� 32．5�
35 アズナブール 牝3鹿 54 国分 優作西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 398－121：16．0アタマ 484．8�
47 ティーストーク 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458－ 41：17．06 23．7�
48 メイショウフィット 牝3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 430 ―1：17．74 83．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，424，400円 複勝： 38，532，000円 枠連： 8，942，100円
馬連： 46，911，700円 馬単： 20，361，800円 ワイド： 42，406，800円
3連複： 68，377，500円 3連単： 74，656，600円 計： 330，612，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 150円 � 190円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 280円 �� 510円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 304244 的中 � 41748（3番人気）
複勝票数 計 385320 的中 � 51813（3番人気）� 71041（2番人気）� 50784（4番人気）
枠連票数 計 89421 的中 （2－3） 8363（3番人気）
馬連票数 計 469117 的中 �� 40327（3番人気）
馬単票数 計 203618 的中 �� 7785（7番人気）
ワイド票数 計 424068 的中 �� 43046（1番人気）�� 19881（7番人気）�� 21580（5番人気）
3連複票数 計 683775 的中 ��� 36286（2番人気）
3連単票数 計 746566 的中 ��� 5902（19番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．2―12．2―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．2―46．4―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F39．2
3 3（7，9）16＝（12，13）（15，14）（2，6，10）8（1，5）11－4 4 3－（7，9）16＝13（12，15）（6，14）－10，8（2，5）（1，11）4

勝馬の
紹 介

イマジンヨウコ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．3．8生 牝3鹿 母 ナ ン シ ー 母母 マッキーロイヤル 7戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウフィット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 マラムレシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競走に出走できない。
※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） 1頭 プリティワヒネ号
（非抽選馬） 2頭 ジュンコーハク号・ニシノカグラ号

第３回 中京競馬 第２日



12015 5月9日 晴 稍重 （3中京3） 第2日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

711 メイショウキリモン 牡3栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋ 21：55．4 1．8�
57 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 488± 01：55．61 32．1�
710 シーフードパイセン 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 450± 01：55．91� 94．2�
44 アコンカグア 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 510－ 61：56．11� 7．9�
45 メモリーエアシップ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 454－ 61：56．2クビ 9．5�
68 サフランポケット 牡3鹿 56 太宰 啓介海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 460± 01：56．62� 120．0	
22 ハデスキーパー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 474－201：57．12� 2．9

69 ハイラブサイエンス 牡3栗 56 小崎 綾也服部 新平氏 小崎 憲 浦河 �川フアーム 466－ 41：57．52� 301．9�
11 ミ ケ ー レ 牡3青鹿56 松田 大作村田 博司氏 飯田 祐史 むかわ 上水牧場 426－ 41：58．88 249．7�
33 アレスクラー 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B556＋ 81：58．9� 17．5

812 オープンワールド 牡3青鹿 56
53 ▲小沢 大仁�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 478＋ 41：59．75 62．4�

56 エレメンタル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 42：00．01� 53．9�
813 プレイイットラウド 牡3栃栗 56

53 ▲服部 寿希ライオンレースホース� 田中 克典 浦河 田中スタッド B454－ 42：00．74 210．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，537，300円 複勝： 101，545，600円 枠連： 8，627，800円
馬連： 43，581，100円 馬単： 26，631，100円 ワイド： 37，706，400円
3連複： 69，300，800円 3連単： 114，522，200円 計： 430，452，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 640円 � 1，000円 枠 連（5－7） 1，510円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，400円 �� 15，380円

3 連 複 ��� 30，910円 3 連 単 ��� 95，540円

票 数

単勝票数 計 285373 的中 � 120296（1番人気）
複勝票数 計1015456 的中 � 729828（1番人気）� 12477（6番人気）� 7622（9番人気）
枠連票数 計 86278 的中 （5－7） 4423（4番人気）
馬連票数 計 435811 的中 �� 8912（9番人気）
馬単票数 計 266311 的中 �� 4337（14番人気）
ワイド票数 計 377064 的中 �� 10856（8番人気）�� 6997（12番人気）�� 605（51番人気）
3連複票数 計 693008 的中 ��� 1681（56番人気）
3連単票数 計1145222 的中 ��� 869（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．5―50．0―1：02．4―1：14．6―1：27．6―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．8
1
3
・（7，9）12（4，6，13）3，5－（8，10）11－2，1
7（12，11）9，4（3，6，8）5－10，2，13，1

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

勝馬の
紹 介

メイショウキリモン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．19 中京4着

2018．3．26生 牡3栗 母 ピエナサクラ 母母 ピエナフローラ 10戦1勝 賞金 22，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレイイットラウド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ミケーレ号・プレイイットラウド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競走

に出走できない。

12016 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

59 コスモホクシン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：00．3 6．7�
11 リフレーミング 牡3黒鹿56 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 464＋ 4 〃 ハナ 3．2�
714 ウォーターアークス 牡3青鹿 56

54 △泉谷 楓真山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 468－ 42：00．83 32．5�
818 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 松田 大作加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 464－ 82：01．01� 29．7�
611 ジョウショーペース 牡3芦 56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 474－ 82：01．21 13．5�
23 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 	CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 472－ 22：01．51� 6．9

36 ヒ シ カ ム イ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 6 〃 クビ 11．8�
35 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 524＋ 22：01．71� 30．8�
612 エーティーソブリン 牡3鹿 56 太宰 啓介荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 488－ 4 〃 ハナ 10．6
47 ディーコンセンテス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 400－ 42：02．02 5．0�
510 ヘネラリーフェ 牝3栗 54 団野 大成森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444－ 22：02．21� 15．3�
816 タガノイグナイト 牡3鹿 56 柴山 雄一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 22：02．4� 79．4�
817 レジスタンスミノル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 462± 02：03．67 199．8�
48 アプロフォンディ 牡3栗 56 国分 優作槙 和美氏 清水 久詞 新冠 カミイスタット B466＋ 42：04．02� 352．0�
715 クリノエトワール 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝栗本 守氏 谷 潔 新冠 石郷岡 五月 448＋122：04．1� 303．2�
24 ドナレイラニ 牝3黒鹿54 高倉 稜山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか 木下牧場 448－ 2 〃 クビ 338．6�
713 ケイアイマヌカ 牡3青鹿56 小崎 綾也 	ケイアイスタリオン 村山 明 新ひだか 松田牧場 458 ―2：05．810 197．9�
12 ウインフェーデ 牡3栗 56 荻野 極	ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440± 02：06．97 202．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，955，700円 複勝： 49，098，600円 枠連： 11，292，200円
馬連： 51，860，200円 馬単： 20，439，000円 ワイド： 51，574，800円
3連複： 85，939，600円 3連単： 81，725，700円 計： 380，885，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 160円 � 830円 枠 連（1－5） 780円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，620円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 38，370円

票 数

単勝票数 計 289557 的中 � 34301（3番人気）
複勝票数 計 490986 的中 � 43063（4番人気）� 102365（1番人気）� 11796（11番人気）
枠連票数 計 112922 的中 （1－5） 11157（2番人気）
馬連票数 計 518602 的中 �� 35069（3番人気）
馬単票数 計 204390 的中 �� 5629（6番人気）
ワイド票数 計 515748 的中 �� 26447（3番人気）�� 4845（34番人気）�� 6470（25番人気）
3連複票数 計 859396 的中 ��� 7510（30番人気）
3連単票数 計 817257 的中 ��� 1544（116番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―12．3―11．8―11．5―11．7―11．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．4―48．7―1：00．5―1：12．0―1：23．7―1：35．3―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．6
1
3

9，14（4，18）－6，11，12，5（10，8）16，2（7，15）（1，3）17－13・（9，14）18－11，12，4（10，8）（6，5，3，1）－16－15，7－17－13，2
2
4
9，14（4，18）（6，11）12（5，10）8（16，3）15，1，2－7，17－13
9，14－18，11，1，12（4，10）（8，3）（6，5）－16，7－15－17＝13－2

勝馬の
紹 介

コスモホクシン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．9．6 小倉8着

2018．5．8生 牡3鹿 母 ホクトグレイン 母母 マイネラフィーネ 8戦1勝 賞金 7，150，000円
〔制裁〕 リフレーミング号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイアイマヌカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競走

に出走できない。
ウインフェーデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 アプロフォンディ号・ドナレイラニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地
競走に出走できない。



12017 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時15分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

66 ワールドバローズ 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 450± 01：35．2 1．6�

44 イッツユアタイム 牝3鹿 54 古川 吉洋百瀬 裕規氏 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 454＋121：35．31 32．7�
77 ブレーヴジャッカル 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B468－ 61：35．4クビ 6．1�
88 ショウナンアイビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B496± 01：35．5� 19．5�
11 トーカイキング 牡3栗 56

55 ☆富田 暁田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 442－ 21：35．82 32．6�
22 デルマカンノン 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：36．01� 8．9	
55 バルドルブレイン 牡3鹿 56 団野 大成エンジェルレーシング
 奥村 豊 えりも エクセルマネジメント 496＋ 61：36．53 3．8�
33 � コウエイブレイヴ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝伊東 政清氏 新谷 功一 米 Jack Owens &
Barbara Owens 476＋ 41：37．13� 180．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，823，700円 複勝： 98，983，200円 枠連： 発売なし
馬連： 39，436，600円 馬単： 27，848，200円 ワイド： 32，739，500円
3連複： 55，114，400円 3連単： 150，222，300円 計： 437，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 470円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 760円 �� 200円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 328237 的中 � 158152（1番人気）
複勝票数 計 989832 的中 � 793272（1番人気）� 9560（7番人気）� 44828（4番人気）
馬連票数 計 394366 的中 �� 14365（9番人気）
馬単票数 計 278482 的中 �� 6153（12番人気）
ワイド票数 計 327395 的中 �� 9847（10番人気）�� 51781（2番人気）�� 3449（18番人気）
3連複票数 計 551144 的中 ��� 11709（12番人気）
3連単票数 計1502223 的中 ��� 7253（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．5―48．6―1：00．8―1：12．6―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―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワールドバローズ 
�
父 ディスクリートキャット 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．15生 牡3鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 6戦2勝 賞金 23，900，000円

12018 5月9日 晴 稍重 （3中京3） 第2日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000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 スカーレットスカイ 牝3栗 54 国分 優作ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460± 01：25．7 4．0�

612� シャークスポット 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 446＋ 8 〃 クビ 29．6�

611 プレジールミノル 牡3栗 56 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：25．8� 5．7�
816 ボイラーハウス 牡3鹿 56 川又 賢治永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 494＋ 6 〃 ハナ 11．7�
48 サステナブル 牡3鹿 56 団野 大成�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 512－ 21：25．9クビ 3．7�
713 シューラヴァラ 牡3黒鹿56 松若 風馬高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 452－ 4 〃 クビ 23．7	
36 タ ガ ノ ペ カ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504± 01：26．0� 21．2


12 シゲルホサヤク 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 458＋ 41：26．42� 39．5�
510 メイショウハナモモ 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454－ 21：26．61� 22．3�
47 トランザクト 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B500－ 41：27．13 86．5
35 タガノネクステージ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 492＋ 21：27．95 29．9�
815 サンライズシューズ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：28．21� 28．8�
59 ウェーブメジャー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 464－ 2 〃 クビ 101．8�
23 レッドソルダード �3黒鹿56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：28．3� 15．5�
24 タマモヒメギミ 牝3鹿 54 松田 大作タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：28．4� 11．5�
11 ジャスティンスター 牡3栗 56 岩田 康誠三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 500－ 61：28．71	 22．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，073，500円 複勝： 59，871，100円 枠連： 12，804，500円
馬連： 66，152，100円 馬単： 23，770，100円 ワイド： 61，011，300円
3連複： 106，564，800円 3連単： 100，483，600円 計： 467，731，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 720円 � 210円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 7，570円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 610円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 17，710円 3 連 単 ��� 97，780円

票 数

単勝票数 計 370735 的中 � 74067（2番人気）
複勝票数 計 598711 的中 � 98300（2番人気）� 16818（13番人気）� 78139（3番人気）
枠連票数 計 128045 的中 （6－7） 9361（3番人気）
馬連票数 計 661521 的中 �� 6767（27番人気）
馬単票数 計 237701 的中 �� 1376（48番人気）
ワイド票数 計 610113 的中 �� 5318（36番人気）�� 27296（3番人気）�� 5165（38番人気）
3連複票数 計1065648 的中 ��� 4511（58番人気）
3連単票数 計1004836 的中 ��� 745（294番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．4―12．9―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．3―46．7―59．6―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．0
3 ・（5，14）7（4，6）（11，16）2（15，12，10）（9，8）－13，1＝3 4 5（14，7）（4，6）11（2，16）12，10（9，8）15，13－1＝3

勝馬の
紹 介

スカーレットスカイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．11．1 京都12着

2018．3．25生 牝3栗 母 レッドフェザー 母母 チャリティークエスト 6戦2勝 賞金 14，970，000円
〔制裁〕 サステナブル号の騎手団野大成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 トゥルーバローズ号



12019 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

33 ヴェルザスカ 牝4鹿 55 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 436－161：34．2 16．6�
22 セイイーグル �7鹿 57 岩田 康誠 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 452± 01：34．3クビ 2．9�
11 アーニングフェイム 牝4黒鹿 55

53 △泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 466＋101：34．62 9．8�

79 ナイトオブレディ 牝4黒鹿55 荻野 極 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462± 01：34．7� 16．2�

44 エールヴィオレ 牝4栗 55
52 ▲角田 大和佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 442－ 81：34．8� 17．5	

78 ピュアカラー 牝4黒鹿 55
54 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 アタマ 4．2


67 クーファイザナミ 牝4鹿 55 藤岡 康太大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 406＋ 21：35．11� 21．7�
66 ダブルアンコール 牝4鹿 55 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 ハナ 3．5�
55 ショウナンラペット 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 418－ 41：35．42 133．2
811 クリノブレーヴ 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B460＋ 41：35．5クビ 38．2�
810� クワイエット 牝5黒鹿55 小牧 太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 434－ 9 〃 クビ 28．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，593，900円 複勝： 38，390，200円 枠連： 9，296，700円
馬連： 58，385，700円 馬単： 24，470，200円 ワイド： 48，458，000円
3連複： 80，036，800円 3連単： 111，486，800円 計： 401，118，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 390円 � 140円 � 230円 枠 連（2－3） 2，460円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，270円 �� 550円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 31，310円

票 数

単勝票数 計 305939 的中 � 14710（6番人気）
複勝票数 計 383902 的中 � 19670（7番人気）� 95023（1番人気）� 40086（4番人気）
枠連票数 計 92967 的中 （2－3） 2923（11番人気）
馬連票数 計 583857 的中 �� 23543（6番人気）
馬単票数 計 244702 的中 �� 3233（22番人気）
ワイド票数 計 484580 的中 �� 17081（10番人気）�� 5163（25番人気）�� 23963（4番人気）
3連複票数 計 800368 的中 ��� 11680（15番人気）
3連単票数 計1114868 的中 ��� 2581（107番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．1―12．3―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―47．5―59．8―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ヴェルザスカ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．8．8 新潟1着

2017．1．18生 牝4鹿 母 バイタルスタイル 母母 ヒシバイタル 7戦2勝 賞金 15，660，000円

12020 5月9日 晴 稍重 （3中京3） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

11 シャイニングデイズ 牡5鹿 57
54 ▲角田 大和杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B470－ 41：52．9 6．7�

88 ブロフェルド 牡4鹿 57 団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 534－ 81：53．22 4．9�

55 サダムラピュタ 牡6黒鹿57 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B476－ 41：54．47 3．1�
77 キョウワウォール 牡5黒鹿57 柴田 未崎浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 480－ 21：54．72 14．2�
22 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 534＋ 61：55．22� 10．3�
66 クールインパクト 牡4栗 57

54 ▲小沢 大仁佐藤 範夫氏 上村 洋行 日高 ナカノファーム 512－ 61：55．31 33．2	
44 セイシェルノユウヒ 牡4芦 57 岩田 康誠宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 450－141：55．4� 3．8

33 ロードグリュック 牡4鹿 57

55 △泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 466－ 81：55．82� 8．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，485，400円 複勝： 32，375，200円 枠連： 発売なし
馬連： 52，609，000円 馬単： 23，573，800円 ワイド： 35，357，900円
3連複： 60，698，800円 3連単： 113，098，500円 計： 348，198，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 160円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 500円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 計 304854 的中 � 36130（4番人気）
複勝票数 計 323752 的中 � 44000（4番人気）� 49160（3番人気）� 77805（1番人気）
馬連票数 計 526090 的中 �� 24024（8番人気）
馬単票数 計 235738 的中 �� 5018（16番人気）
ワイド票数 計 353579 的中 �� 16248（7番人気）�� 29407（3番人気）�� 37860（2番人気）
3連複票数 計 606988 的中 ��� 32358（3番人気）
3連単票数 計1130985 的中 ��� 7897（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．6―49．5―1：02．0―1：14．5―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニングデイズ �

父 ハーツクライ �


母父 Rahy デビュー 2018．7．15 中京5着

2016．4．2生 牡5鹿 母 シャイニングエナジー 母母 Miss Universal 27戦2勝 賞金 27，110，000円



12021 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第9競走 ��2，200�
み か た が は ら

三方ヶ原ステークス
発走14時15分 （芝・左）

4歳以上，3勝クラス，2．5．9以降3．5．2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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

22 ジェットモーション �5黒鹿55 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B526－ 42：12．7 4．6�
44 エ ヒ ト 牡4鹿 55 岩田 康誠平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 458± 0 〃 アタマ 2．3�
55 シャイニーゲール 牡7鹿 54 松若 風馬小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 470－ 42：13．12 7．4�
11 プリマヴィスタ 牡4栗 55 団野 大成加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 62：13．31� 7．7�
33 レオコックブルー 牝6黒鹿52 富田 暁親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444± 0 〃 クビ 61．6�
77 アドマイヤジョラス 牡7黒鹿54 川須 栄彦近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486－ 22：13．62 55．3	
66 マイネルミュトス 牡5青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 42：14．02� 4．3

78 ス ヴ ァ ル ナ 牡6黒鹿56 太宰 啓介 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 512－ 4 〃 ハナ 18．1�
89 ピッツィカート �8鹿 53 藤井勘一郎 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：14．1クビ 65．3
810 ハンターバレー 牡5栗 53 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 494＋ 62：16．9大差 94．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，317，400円 複勝： 44，817，800円 枠連： 9，642，800円
馬連： 67，503，000円 馬単： 33，039，000円 ワイド： 50，144，700円
3連複： 97，508，200円 3連単： 152，749，200円 計： 492，722，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 190円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 240円 �� 500円 �� 340円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 373174 的中 � 64484（3番人気）
複勝票数 計 448178 的中 � 72460（3番人気）� 133341（1番人気）� 44576（4番人気）
枠連票数 計 96428 的中 （2－4） 14026（2番人気）
馬連票数 計 675030 的中 �� 95935（2番人気）
馬単票数 計 330390 的中 �� 19530（5番人気）
ワイド票数 計 501447 的中 �� 60380（2番人気）�� 22823（8番人気）�� 36619（3番人気）
3連複票数 計 975082 的中 ��� 76135（2番人気）
3連単票数 計1527492 的中 ��� 18977（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．4―36．6―50．0―1：02．9―1：15．3―1：26．8―1：38．1―1：49．6―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェットモーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．1．13 京都4着

2016．5．22生 �5黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 9戦4勝 賞金 48，809，000円

12022 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時50分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

56 ダディーズビビッド 牡3鹿 56 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 490＋ 41：19．9 10．6�
711 ヴィジュネル 牡3青鹿56 藤岡 康太 �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 460± 01：20．64 5．3�
44 カイトゲニー 牝3黒鹿54 国分 恭介本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 478＋ 41：20．81	 13．8�
11 マ リ ー ナ 牝3青鹿54 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 01：21．01
 6．3�
710 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 490－ 6 〃 クビ 9．3	
813 メインターゲット 牝3栗 54 泉谷 楓真吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 498＋ 41：21．2� 38．3

45 ニシノアジャスト 牡3青鹿56 松田 大作西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 526± 0 〃 クビ 8．0�
812 エルカスティージョ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：21．3
 3．5�
33 ブルーバード 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 430＋ 21：21．4クビ 50．5
57 ジューンベロシティ 牡3青鹿56 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B458＋ 41：21．61
 70．3�
22 ポールネイロン 牝3鹿 54 川又 賢治前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 61：22．34 9．2�
68 テイエムトッキュウ 牡3鹿 56 松若 風馬竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 480－ 21：22．51 21．8�
69 ジョーレイラニ 牝3鹿 54 太宰 啓介上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 434－ 21：23．67 96．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，363，800円 複勝： 72，456，400円 枠連： 18，617，700円
馬連： 123，049，900円 馬単： 42，345，500円 ワイド： 80，629，900円
3連複： 164，596，200円 3連単： 182，247，000円 計： 737，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 200円 � 440円 枠 連（5－7） 1，280円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，230円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 52，180円

票 数

単勝票数 計 533638 的中 � 40228（7番人気）
複勝票数 計 724564 的中 � 69048（6番人気）� 111222（2番人気）� 36659（8番人気）
枠連票数 計 186177 的中 （5－7） 11229（5番人気）
馬連票数 計1230499 的中 �� 44484（7番人気）
馬単票数 計 423455 的中 �� 6497（19番人気）
ワイド票数 計 806299 的中 �� 24740（8番人気）�� 9040（30番人気）�� 16464（18番人気）
3連複票数 計1645962 的中 ��� 13411（35番人気）
3連単票数 計1822470 的中 ��� 2532（195番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．4―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．5―33．5―44．9―56．7―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 8－（1，2）6（4，11，9）3（7，13）5（10，12） 4 8－（1，2）（4，6）（11，9）3（7，13）（5，10）12

勝馬の
紹 介

ダディーズビビッド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．6．6 阪神1着

2018．3．26生 牡3鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 7戦3勝 賞金 44，001，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーレイラニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競走に

出走できない。
※ジョーレイラニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



12023 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

610 クリノガウディー 牡5栗 56 岩田 康誠栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490－ 61：07．1 4．3�
35 ナランフレグ 牡5栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 484－121：07．2	 4．1�
611 タイセイアベニール 牡6鹿 57 小崎 綾也田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 492＋ 61：07．51
 17．9�
34 メイショウチタン 牡4黒鹿56 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 472＋ 41：07．71
 6．9�
713 ケープコッド 牝4黒鹿54 藤岡 康太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 21：07．8
 5．7�
712 メイショウケイメイ 牝5鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436＋ 61：08．01� 126．5�
58 メイショウカリン 牝7鹿 54 団野 大成松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 508± 0 〃 クビ 59．2	
22 ウォーターエデン 牝5鹿 54 泉谷 楓真山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 494＋ 61：08．1
 22．4

11 � マリアズハート 牝5鹿 54 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 498＋ 8 〃 クビ 14．4�

23 コンパウンダー 牡6黒鹿56 富田 暁ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 21：08．52 60．4

47 トウショウピスト 牡9鹿 57 国分 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484－141：08．82 91．7�
814 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 56 松若 風馬杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494± 01：08．9クビ 12．6�
815 ロードアクア 牡5鹿 56 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 472－10 〃 ハナ 14．9�
59 ケイアイサクソニー 牡5鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 510＋101：09．22 12．6�
46 エレナアヴァンティ 牝4鹿 54 柴田 大知加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：09．41
 59．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，095，200円 複勝： 84，208，500円 枠連： 42，732，400円
馬連： 228，874，600円 馬単： 73，063，100円 ワイド： 136，936，700円
3連複： 349，801，900円 3連単： 379，041，100円 計： 1，363，753，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 160円 � 440円 枠 連（3－6） 530円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，230円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 21，850円

票 数

単勝票数 計 690952 的中 � 125958（2番人気）
複勝票数 計 842085 的中 � 105985（3番人気）� 159397（1番人気）� 39411（9番人気）
枠連票数 計 427324 的中 （3－6） 61451（1番人気）
馬連票数 計2288746 的中 �� 174746（1番人気）
馬単票数 計 730631 的中 �� 26676（2番人気）
ワイド票数 計1369367 的中 �� 81227（1番人気）�� 27642（13番人気）�� 25998（16番人気）
3連複票数 計3498019 的中 ��� 46704（13番人気）
3連単票数 計3790411 的中 ��� 12573（39番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．8―44．0―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．3
3 ・（6，9）－15（13，14）（4，10）（1，7）11（5，12）（2，3）8 4 ・（6，9）－（13，15）14（4，10）（7，11）1（5，12）（2，3）8

勝馬の
紹 介

クリノガウディー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2018．10．8 京都1着

2016．3．17生 牡5栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 22戦2勝 賞金 130，578，000円
〔制裁〕 クリノガウディー号の騎手岩田康誠は，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：15番）

ロードアクア号の騎手田中健は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・7番・3
番）

12024 5月9日 晴 良 （3中京3） 第2日 第12競走 ��1，900�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

78 ダ ッ チ マ ン �4青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450± 02：00．1 4．8�
77 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 岩田 康誠村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 466± 02：00．2クビ 2．5�
33 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 502＋ 2 〃 クビ 7．9�
66 ヒミノブルー 牡5青鹿57 古川 吉洋佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 532－ 62：00．94 6．8�
44 バ ク ハ ツ 牡6栗 57 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B510± 02：01．32� 34．7�
89 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太	ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B504± 02：01．51 6．3

11 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿55 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 2 〃 アタマ 8．5�
22 ハクアイウィンザー 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 528＋ 82：02．35 36．9�
810 トウカイデュエル 牡4鹿 57 柴山 雄一内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 456－12 〃 ハナ 35．2
55 プチティラン 牡5鹿 57

55 △泉谷 楓真 	社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 468－ 42：05．4大差 84．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，623，400円 複勝： 60，013，800円 枠連： 20，234，700円
馬連： 121，040，800円 馬単： 56，243，700円 ワイド： 87，257，200円
3連複： 170，715，800円 3連単： 315，948，900円 計： 887，078，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 120円 � 180円 枠 連（7－7） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 220円 �� 690円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 556234 的中 � 92116（2番人気）
複勝票数 計 600138 的中 � 101048（2番人気）� 165848（1番人気）� 66344（4番人気）
枠連票数 計 202347 的中 （7－7） 34228（2番人気）
馬連票数 計1210408 的中 �� 190457（1番人気）
馬単票数 計 562437 的中 �� 33456（3番人気）
ワイド票数 計 872572 的中 �� 117404（1番人気）�� 28146（10番人気）�� 58040（5番人気）
3連複票数 計1707158 的中 ��� 112006（3番人気）
3連単票数 計3159489 的中 ��� 38258（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．9―31．0―44．7―57．2―1：09．0―1：21．2―1：34．3―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ッ チ マ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．7．28 小倉6着

2017．5．14生 �4青鹿 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 26戦3勝 賞金 48，493，000円
〔その他〕 プチティラン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

４レース目



（3中京3）第2日 5月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 151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

232，520，000円
8，210，000円
27，960，000円
1，180，000円
27，890，000円
64，373，000円
4，152，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
453，810，800円
706，055，100円
150，515，600円
933，928，000円
389，666，700円
692，872，500円
1，363，616，300円
1，850，020，300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 6，540，485，300円

総入場人員 2，037名 （有料入場人員 1，825名）
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