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12025 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3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

11 アイリスクォーツ 牝3栗 54 団野 大成 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486－141：57．0 6．9�
24 バ ン ボ ー レ 牝3鹿 54 秋山真一郎竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 448 ―1：57．1� 19．0�
611 ブ ル レ ス カ 牝3栗 54 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ― 〃 ハナ 18．9�
713 メイショウイナホ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 488－ 41：57．2クビ 22．6�
612 ベゼドランジュ 牝3栗 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 502－ 8 〃 ハナ 23．5	
47 ウインヴァカンス 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 440－12 〃 ハナ 13．9

35 テーオーラターシュ 牝3鹿 54 川田 将雅小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 482＋101：57．62 2．4�
36 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 21：58．24 10．1�
48 マルヨティアナ 牝3栗 54 水口 優也野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 438－ 21：58．3クビ 209．4
714 メイショウフウカ 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 450－101：58．61� 45．3�
59 メイショウサイウン 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 440＋ 21：59．45 4．3�
815 ル コ リ エ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 41：59．72 31．3�

23 ジューンフローラ 牝3鹿 54
51 ▲松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 62：00．97 115．2�

510 ソルトダンケ 牝3栗 54 酒井 学杉浦 敏夫氏 木原 一良 登別 青藍牧場 382－ 22：01．43 190．9�
12 アメイジングライフ 牝3栗 54 松若 風馬�タイヘイ牧場 音無 秀孝 新ひだか タイヘイ牧場 B438＋ 62：01．61� 74．7�
816 ピンクポット 牝3鹿 54 池添 謙一金山 政信氏 森田 直行 平取 北島牧場 436－ 42：02．02� 50．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，402，600円 複勝： 23，877，700円 枠連： 8，139，600円
馬連： 33，721，600円 馬単： 15，313，100円 ワイド： 31，990，400円
3連複： 58，181，200円 3連単： 57，247，100円 計： 246，873，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 290円 � 520円 � 550円 枠 連（1－2） 5，100円

馬 連 �� 6，510円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 3，030円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 43，110円 3 連 単 ��� 200，500円

票 数

単勝票数 計 184026 的中 � 21075（3番人気）
複勝票数 計 238777 的中 � 23716（4番人気）� 11660（6番人気）� 10826（7番人気）
枠連票数 計 81396 的中 （1－2） 1235（18番人気）
馬連票数 計 337216 的中 �� 4012（21番人気）
馬単票数 計 153131 的中 �� 828（46番人気）
ワイド票数 計 319904 的中 �� 3745（26番人気）�� 2718（33番人気）�� 2135（40番人気）
3連複票数 計 581812 的中 ��� 1012（111番人気）
3連単票数 計 572471 的中 ��� 207（526番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―13．3―12．8―12．5―13．8―13．5―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―50．1―1：02．9―1：15．4―1：29．2―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．6
1
3
1（2，9）－5，12（7，13）3（10，15，16）8－6，14－11，4
1（2，9）13，5，12，7，3（8，10，15，4）（6，14）（11，16）

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

勝馬の
紹 介

アイリスクォーツ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．29 阪神4着

2018．2．6生 牝3栗 母 スペクトロライト 母母 バ ラ ン セ ラ 5戦1勝 賞金 7，480，000円
〔3走成績による出走制限〕 ソルトダンケ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモメルヘン号

12026 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

35 メイクマイデイ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 昆 貢 青森 石田 英機 490＋ 61：26．0 40．5�
12 ウォーターパフィン 牝3鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 岡田 稲男 日高 佐々木 康治 494＋ 61：26．1� 11．8�
510 ヨシノイースター 牡3黒鹿56 団野 大成清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476－ 21：26．41� 36．9�
611 マイネルグスタフ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 21：26．5� 3．4�
24 レ ー ニ ア 牝3黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 61：26．82 3．8�
23 メモリーウイニング 牡3黒鹿56 荻野 琢真�シンザンクラブ 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 480－ 81：27．01� 20．9	
815 ビシャモンテン 牡3青 56 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 486＋ 21：27．21� 3．0

36 ライトサイド 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 440－101：27．73 48．1�
48 ハイフォース 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 41：27．91 593．2�
713 ファイヤービート 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真長谷川守正氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：28．0� 10．7
612 マコトオテギネ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 浦河 辻 牧場 392－ 41：28．74 373．9�
47 カフジアマリージャ 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 436＋ 8 〃 クビ 27．8�
59 クリノインスパイア 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 500－ 4 〃 アタマ 597．7�
714 メイショウケイゼン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 41：28．9� 545．4�
11 アスクドンキバック 牡3栗 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 460－ 21：29．32� 40．7�
816 スズカトロワ 牡3黒鹿56 松田 大作永井 啓弍氏 武 英智 新ひだか 増本牧場 490＋121：29．61� 471．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，589，700円 複勝： 39，928，900円 枠連： 7，245，900円
馬連： 49，160，800円 馬単： 21，521，600円 ワイド： 43，740，200円
3連複： 76，682，800円 3連単： 86，202，800円 計： 354，072，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 1，230円 � 390円 � 730円 枠 連（1－3） 9，070円

馬 連 �� 23，330円 馬 単 �� 53，620円

ワ イ ド �� 5，140円 �� 12，140円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 141，650円 3 連 単 ��� 880，230円

票 数

単勝票数 計 295897 的中 � 5844（9番人気）
複勝票数 計 399289 的中 � 8010（10番人気）� 29342（5番人気）� 14074（8番人気）
枠連票数 計 72459 的中 （1－3） 619（21番人気）
馬連票数 計 491608 的中 �� 1633（36番人気）
馬単票数 計 215216 的中 �� 301（79番人気）
ワイド票数 計 437402 的中 �� 2194（35番人気）�� 922（49番人気）�� 3493（29番人気）
3連複票数 計 766828 的中 ��� 406（140番人気）
3連単票数 計 862028 的中 ��� 71（853番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．3―12．5―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．7―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．8
3 5（6，10，13）（1，4，11）15（3，2，8）14，7，12－（9，16） 4 5（6，10，13）（4，11）1（3，15）8，2－7（12，14）9－16

勝馬の
紹 介

メイクマイデイ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．8．29 札幌8着

2018．3．18生 牡3黒鹿 母 ダーティダンシング 母母 ミ ル ド 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウケイゼン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペガサスハーツ号・メイショウナリヒラ号

第３回 中京競馬 第３日



12027 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3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

712 クリノドラゴン 牡3栗 56 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 474＋ 41：55．3 3．3�
34 フランコイメル 牡3黒鹿56 松田 大作ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 510－101：56．36 3．3�
814 ストロングカレント 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝 �CHEVAL AT-
TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 476－ 81：57．04 14．7�

46 ガラティーン 牡3黒鹿 56
54 △泉谷 楓真前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486－ 81：57．32 26．8�
22 ダンツソアラ 牡3芦 56 中井 裕二山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 2 〃 アタマ 21．7�
813 ウォータートリガー 牡3黒鹿56 和田 翼山岡 正人氏 石橋 守 浦河 畔高牧場 456± 01：57．5� 26．9	
58 エイシンニーダー 牡3栗 56 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 476－ 41：58．03 11．8

11 ダンスインザスノー 牡3芦 56 長岡 禎仁ライオンレースホース� 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 504 ―1：58．63� 17．9�
711 ランペロニキ 牡3鹿 56 小崎 綾也�リーヴァ 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 530－ 81：58．7クビ 47．0
69 ラ ム ダ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474－ 61：59．12� 52．5�
45 ア ザ ル 牝3栗 54 酒井 学ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 432－ 21：59．2� 34．6�
57 ゼンノナイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 510± 02：00．15 4．0�
33 ミエノピュア �3黒鹿56 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 462－182：01．710 288．4�
610 テイエムプレスダン 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 512－ 2 〃 クビ 88．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，800，000円 複勝： 33，172，300円 枠連： 6，636，400円
馬連： 35，725，300円 馬単： 16，751，400円 ワイド： 37，464，600円
3連複： 56，531，200円 3連単： 61，950，600円 計： 272，031，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 130円 � 330円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 280円 �� 780円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 238000 的中 � 56314（1番人気）
複勝票数 計 331723 的中 � 66583（2番人気）� 78941（1番人気）� 17494（6番人気）
枠連票数 計 66364 的中 （3－7） 8820（2番人気）
馬連票数 計 357253 的中 �� 51122（1番人気）
馬単票数 計 167514 的中 �� 10538（3番人気）
ワイド票数 計 374646 的中 �� 39289（1番人気）�� 11439（8番人気）�� 11583（7番人気）
3連複票数 計 565312 的中 ��� 23775（2番人気）
3連単票数 計 619506 的中 ��� 5458（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―14．0―12．6―12．5―12．8―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．7―51．3―1：03．8―1：16．6―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
5，14，10（4，7）13（1，8，11）（9，12）－（2，6）3・（5，12）（14，10，11）4，9（8，13）－（7，2）（1，6）－3

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

勝馬の
紹 介

クリノドラゴン �
�
父 アスカクリチャン �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．10．25 京都16着

2018．5．7生 牡3栗 母 クリノクレオパトラ 母母 シャトルライン 9戦1勝 賞金 11，480，000円
〔発走状況〕 エイシンニーダー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 クリノドラゴン号の騎手武豊は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムプレスダン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月15日まで平地

競走に出走できない。
ミエノピュア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月15日まで平地競走に
出走できない。

※アザル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12028 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第4競走 2，200�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
2：09．9
2：09．7

良
良

88 ヘッズオアテールズ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 62：15．1 2．6�

11 テーオーソロス 牡3青鹿 56
53 ▲松本 大輝小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 464－102：15．31� 13．4�

44 フローレスクイーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 500－ 62：15．4クビ 1．7�
22 ワセダハーツ 牡3栗 56 松若 風馬大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 424＋ 22：15．72 7．3�
77 アヴァンツァーレ 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 496－ 62：16．23 108．8	

66 ミステリーツアー 牡3鹿 56 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 496－ 42：16．41� 158．4

55 パラッツォレジーナ 牝3鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 402－ 4 〃 ハナ 15．8�
33 サウンドブラック 牡3黒鹿56 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 新冠 小泉牧場 510＋ 82：16．93 180．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，073，300円 複勝： 56，571，200円 枠連： 発売なし
馬連： 32，841，700円 馬単： 22，711，800円 ワイド： 23，931，200円
3連複： 45，138，200円 3連単： 125，014，300円 計： 340，281，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 260円 �� 120円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 340733 的中 � 103868（2番人気）
複勝票数 計 565712 的中 � 91075（2番人気）� 16658（5番人気）� 385020（1番人気）
馬連票数 計 328417 的中 �� 17642（6番人気）
馬単票数 計 227118 的中 �� 7061（9番人気）
ワイド票数 計 239312 的中 �� 17982（5番人気）�� 72693（1番人気）�� 21032（4番人気）
3連複票数 計 451382 的中 ��� 63468（2番人気）
3連単票数 計1250143 的中 ��� 18427（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―36．7―50．3―1：03．6―1：16．6―1：29．2―1：41．2―1：52．6―2：03．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9
1
3
4－8（1，7）5－2，6，3
4，8，7（1，2，5）（3，6）

2
4
4－8（1，7）5－2（3，6）
4，8（1，2，7，5）6，3

勝馬の
紹 介

ヘッズオアテールズ 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Orpen デビュー 2021．1．5 中京3着

2018．1．30生 牝3鹿 母 テスタオクローチェ 母母 Shiver Stream 3戦1勝 賞金 7，370，000円



12029 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第5競走 1，400�3歳未勝利
発走12時15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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 ランスオブミューズ 牝3鹿 54 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 448± 01：20．5 22．5�
35 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 444± 01：20．71� 15．0�
36 ヘネラルカレーラ 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464＋ 21：20．8� 6．0�
24 フューチャーポップ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大
作ステーブル 408－ 41：20．9クビ 15．1�

715 タナキーボー 牡3黒鹿56 福永 祐一田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 494＋ 4 〃 クビ 16．4�
611 カラレーション 牝3黒鹿54 川田 将雅 	シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：21．0� 5．7

714 フェアリーバローズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 辻野 泰之 平取 二風谷ファーム 422＋161：21．1アタマ 57．1�
23 モ ー ガ ン 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 478＋ 21：21．21 16．0�
818 ボーヴィヴィエンヌ 牝3栗 54 川島 信二加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444－ 81：21．3クビ 80．3
12 モンストルシチー 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－10 〃 クビ 160．7�
816 ジ ュ ノ ー 牡3芦 56 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 520＋121：21．4クビ 5．6�
48 ジューンブルーム 牝3栗 54 酒井 学吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 458－ 41：21．82� 4．4�
510 マテンロウアスカ 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 4 〃 ハナ 12．6�
59 ダズリンビジュー 牝3鹿 54 団野 大成 	コスモヴューファーム 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 442－ 41：22．22� 13．4�
713 エイシンチドリ 牝3芦 54 太宰 啓介�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 418－ 2 〃 クビ 84．5�
11 ナ ツ ハ ヨ ル 牝3鹿 54 和田 翼�GET NEXT 石橋 守 新冠 三村 卓也 426－ 21：22．41� 365．7�
817 アーサーズシスター 牝3鹿 54 竹之下智昭中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 436± 01：23．03� 461．9�
612 テイクバイフォース �3栗 56 国分 優作藤沼 利夫氏 大根田裕之 新冠 ハクレイファーム 450 ― 〃 クビ 343．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，819，300円 複勝： 51，063，600円 枠連： 11，099，200円
馬連： 55，356，200円 馬単： 18，961，000円 ワイド： 52，007，800円
3連複： 89，363，700円 3連単： 81，453，100円 計： 391，123，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 810円 � 390円 � 270円 枠 連（3－4） 850円

馬 連 �� 12，470円 馬 単 �� 23，270円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 2，620円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 21，020円 3 連 単 ��� 168，240円

票 数

単勝票数 計 318193 的中 � 11287（11番人気）
複勝票数 計 510636 的中 � 14684（11番人気）� 34313（6番人気）� 56346（4番人気）
枠連票数 計 110992 的中 （3－4） 10087（1番人気）
馬連票数 計 553562 的中 �� 3438（47番人気）
馬単票数 計 189610 的中 �� 611（96番人気）
ワイド票数 計 520078 的中 �� 3745（45番人気）�� 5074（39番人気）�� 10515（13番人気）
3連複票数 計 893637 的中 ��� 3188（86番人気）
3連単票数 計 814531 的中 ��� 351（654番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．8―11．4―11．4―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．3―44．7―56．1―1：07．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．8
3 7，9（4，8）（1，5，14）（10，11）6（2，15，16）3－18－（12，13，17） 4 7，9（4，8）（5，14）1，11（10，15，16）6（2，3）－18－（12，13，17）

勝馬の
紹 介

ランスオブミューズ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2020．11．23 阪神2着

2018．4．8生 牝3鹿 母 チアフルアイズ 母母 チアフルスマイル 4戦1勝 賞金 8，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カリヨンヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 テーオーディエス号

12030 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第6競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走12時45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
2：09．9
2：09．7

良
良

44 ダノンレガーロ 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 82：14．3 1．4�
66 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿57 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 7．3�
33 メイショウサンガ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 532＋ 42：14．62 3．1�
11 ロックグラス 牡4鹿 57 団野 大成橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 468± 02：14．7� 15．1�
77 � タニマサベーカ 牡6鹿 57

54 ▲角田 大和谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 456－ 42：15．97 60．7�
22 スペースシップ 牡4芦 57 国分 優作 	ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 B474－102：16．0� 66．0

55 クリノナイスガイ �4栗 57

54 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 464－ 22：17．27 88．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 27，211，600円 複勝： 28，983，600円 枠連： 発売なし
馬連： 26，960，300円 馬単： 20，405，400円 ワイド： 18，697，400円
3連複： 35，985，500円 3連単： 130，578，800円 計： 288，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 140円 �� 110円 �� 190円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 920円

票 数

単勝票数 計 272116 的中 � 149127（1番人気）
複勝票数 計 289836 的中 � 163003（1番人気）� 35055（3番人気）
馬連票数 計 269603 的中 �� 45104（2番人気）
馬単票数 計 204054 的中 �� 25566（3番人気）
ワイド票数 計 186974 的中 �� 29477（2番人気）�� 56149（1番人気）�� 18809（4番人気）
3連複票数 計 359855 的中 ��� 124155（1番人気）
3連単票数 計1305788 的中 ��� 102254（3番人気）

ハロンタイム 13．5―11．8―11．9―13．4―12．7―12．4―12．3―11．9―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．5―25．3―37．2―50．6―1：03．3―1：15．7―1：28．0―1：39．9―1：51．2―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンレガーロ �

父 ディープインパクト �


母父 Redoute’s Choice デビュー 2020．6．21 阪神4着

2017．2．18生 牡4鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 4戦2勝 賞金 14，230，000円



12031 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 セントクリーガー 牝4鹿 55
52 ▲角田 大和中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 496＋ 41：12．4 3．7�

713 フルールドネージュ 牝4栗 55 藤岡 佑介ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 436＋ 6 〃 クビ 7．9�
510� ス テ ラ ー タ 牝4栗 55 松若 風馬小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 466－ 61：12．6� 27．8�
59 メイショウモルサ 牡5鹿 57

55 △泉谷 楓真松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－10 〃 ハナ 17．0�
714� ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 望来中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 61：13．13 4．6�
35 フレッシュステージ �4鹿 57 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 61：13．31� 18．1	
11 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 0 〃 クビ 7．1

23 � コンゴウレイワ 牝4栗 55 酒井 学飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 8 〃 アタマ 89．5�
612 カズオルヴァル �4鹿 57 団野 大成合同会社雅苑興業 茶木 太樹 むかわ 上水牧場 460－ 21：13．4アタマ 35．7�
12 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 柴田 未崎橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 71：13．5� 203．2
24 ルヴァンヴェール 牡4鹿 57 荻野 琢真 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B500－ 21：13．82 50．0�
815 メイショウロサン 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 和子氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 498＋ 7 〃 ハナ 198．4�
48 サウンドプリズム 牡4青鹿57 武 豊増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B442± 01：13．9クビ 5．7�
36 ラスティングラヴ 牝4鹿 55 池添 謙一水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 512－ 41：14．0� 40．9�
47 エクスチェンジ 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 B482＋ 21：14．53 21．0�
816� ジャコエマリックン 牡5栗 57 太宰 啓介晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 474± 01：14．81� 25．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，353，900円 複勝： 45，844，400円 枠連： 10，848，400円
馬連： 54，034，100円 馬単： 19，989，000円 ワイド： 51，421，300円
3連複： 85，021，100円 3連単： 80，632，200円 計： 376，144，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 320円 � 820円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，180円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 90，910円

票 数

単勝票数 計 283539 的中 � 61008（1番人気）
複勝票数 計 458444 的中 � 81435（2番人気）� 36172（5番人気）� 11727（11番人気）
枠連票数 計 108484 的中 （6－7） 14109（2番人気）
馬連票数 計 540341 的中 �� 21852（6番人気）
馬単票数 計 199890 的中 �� 3791（12番人気）
ワイド票数 計 514213 的中 �� 15098（8番人気）�� 5997（24番人気）�� 2831（51番人気）
3連複票数 計 850211 的中 ��� 2892（72番人気）
3連単票数 計 806322 的中 ��� 643（276番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―12．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．6―47．9―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セントクリーガー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2020．1．5 京都3着

2017．4．29生 牝4鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 12戦2勝 賞金 22，060，000円
※コンゴウレイワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12032 5月15日 曇 良 （3中京3） 第3日 第8競走 ��3，900�第23回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード なし

67 マ ー ニ 牡5黒鹿60 三津谷隼人岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 458＋ 64：14．8 基準タイム 10．2�
44 � ト ラ ス ト 牡7芦 60 熊沢 重文 �ビッグレッドファーム 長谷川浩大 新冠 中本牧場 508－ 84：15．54 2．8�
811 スマートアペックス 牡4青鹿59 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 476－ 24：15．6クビ 1．9�
11 ボ ナ パ ル ト 牡7鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 520＋ 64：16．98 12．0�
810 コウユーホクト 牡6鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 504－ 24：17．0� 68．1�
79 スマートボムシェル 牡9栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 526＋264：17．42� 46．3	
33 � シングンオフビート 	6黒鹿60 石神 深一伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 452－ 8 〃 アタマ 52．6

22 ケイブルグラム 	8鹿 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B510－ 44：17．61
 10．8�
55 シゲルミズガメザ 牡4栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 468－ 84：22．0大差 104．3�
78 ラテールプロミーズ 	8青鹿60 五十嵐雄祐ディアレストクラブ 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 504－ 24：27．0大差 22．2�
66 アズマタックン 牡8青鹿60 難波 剛健東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508－ 44：32．2大差 186．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，053，000円 複勝： 37，896，700円 枠連： 9，836，100円
馬連： 59，199，600円 馬単： 32，102，500円 ワイド： 42，104，500円
3連複： 106，612，900円 3連単： 178，641，700円 計： 496，447，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 1，810円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 380円 �� 140円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 300530 的中 � 23530（3番人気）
複勝票数 計 378967 的中 � 27053（4番人気）� 89819（2番人気）� 160459（1番人気）
枠連票数 計 98361 的中 （4－6） 4199（9番人気）
馬連票数 計 591996 的中 �� 25536（8番人気）
馬単票数 計 321025 的中 �� 5597（15番人気）
ワイド票数 計 421045 的中 �� 20349（7番人気）�� 23256（5番人気）�� 104477（1番人気）
3連複票数 計1066129 的中 ��� 92060（3番人気）
3連単票数 計1786417 的中 ��� 12079（32番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．6－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ー ニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．7．1 中京8着

2016．4．26生 牡5黒鹿 母 ナ イ ア ー ド 母母 シャドウスプリング 障害：9戦3勝 賞金 69，656，000円



12033 5月15日 晴 良 （3中京3） 第3日 第9競走 ��
��2，000�あ ず さ 賞

発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 カイザーバローズ 牡3青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 446± 02：01．0 3．1�
89 ヴェルトハイム 牝3黒鹿54 岩田 望来 �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 454－ 82：01．2� 3．3�
55 アウスヴァール 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 472－10 〃 クビ 9．8�
22 カフジアスール 牡3鹿 56 団野 大成加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 460－ 42：01．3� 12．9�
33 テーオーラファエロ 牡3芦 56 藤岡 康太小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 460± 02：01．62 52．4�
44 サンデージャック 牡3青鹿56 藤岡 佑介杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 アタマ 35．9	
77 サトノマジェスタ 牡3青鹿56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 42：01．7クビ 6．4

66 アルバーシャ 牡3栗 56 武 豊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 4 〃 ハナ 4．4�
88 メモリーエフェクト 牡3鹿 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 464－ 82：01．81 32．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，280，200円 複勝： 51，542，200円 枠連： 8，735，500円
馬連： 68，862，000円 馬単： 30，705，200円 ワイド： 48，650，100円
3連複： 93，959，700円 3連単： 155，538，300円 計： 499，273，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 210円 枠 連（1－8） 360円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 620円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 412802 的中 � 103394（1番人気）
複勝票数 計 515422 的中 � 94378（2番人気）� 129301（1番人気）� 47732（5番人気）
枠連票数 計 87355 的中 （1－8） 18405（1番人気）
馬連票数 計 688620 的中 �� 105933（1番人気）
馬単票数 計 307052 的中 �� 21818（1番人気）
ワイド票数 計 486501 的中 �� 55778（1番人気）�� 18312（10番人気）�� 23479（7番人気）
3連複票数 計 939597 的中 ��� 40340（5番人気）
3連単票数 計1555383 的中 ��� 16430（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―37．1―50．1―1：02．6―1：15．1―1：26．8―1：38．1―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カイザーバローズ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．2．6 東京1着

2018．3．29生 牡3青鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 3戦2勝 賞金 16，310，000円

12034 5月15日 晴 良 （3中京3） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

えんしゅうなだ

遠州灘ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

611 サンダーブリッツ 牡4黒鹿57 川田 将雅草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 502± 01：52．4 2．8�
714 メイショウドヒョウ 牡4栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 486＋ 2 〃 アタマ 38．3�
36 ワンダーウマス 牡7鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 484－ 41：52．5� 168．7�
713	 アイアムレジェンド 牡5鹿 57 古川 吉洋�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B486－ 21：52．71� 60．9�
510	 スマッシングハーツ 牡5鹿 57 池添 謙一前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 21：52．8クビ 3．0�
12 ロードリバーサル 牡5鹿 57 団野 大成 	ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 494－ 21：53．01 7．9

11 テンザワールド 牡7栗 57 福永 祐一天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B432－ 2 〃 ハナ 20．6�
815 エクレアスパークル 牡7青鹿57 中井 裕二李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B474＋ 81：53．1� 26．4�
47 ペ ガ サ ス 牡5青鹿57 酒井 学中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B458± 01：53．31
 36．0
23 スコルピウス �5黒鹿57 藤岡 康太飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B462－ 61：53．4� 49．6�
48 ロワマージュ 牡4鹿 57 武 豊ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 41：53．5� 19．0�
816 ライジングドラゴン 牡6芦 57 松若 風馬鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 448＋ 6 〃 アタマ 18．8�
24  アンセッドヴァウ �4栗 57 藤岡 佑介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 452± 01：53．6� 8．2�
35 アサカディスタンス 牡7鹿 57 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470＋ 21：53．91� 41．1�
612 ツブラナヒトミ 牡6栗 57 国分 優作加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 492－ 61：54．22 142．3�
59 ソングオブザハート 牝4鹿 55 松田 大作幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B420＋ 82：01．2大差 260．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，571，300円 複勝： 71，351，700円 枠連： 22，163，900円
馬連： 115，396，000円 馬単： 44，614，300円 ワイド： 93，100，500円
3連複： 179，761，500円 3連単： 190，299，500円 計： 766，258，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 890円 � 1，790円 枠 連（6－7） 3，790円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 7，470円 �� 36，470円

3 連 複 ��� 195，110円 3 連 単 ��� 485，790円

票 数

単勝票数 計 495713 的中 � 140576（1番人気）
複勝票数 計 713517 的中 � 176881（1番人気）� 16723（12番人気）� 7957（14番人気）
枠連票数 計 221639 的中 （6－7） 4524（16番人気）
馬連票数 計1153960 的中 �� 14372（22番人気）
馬単票数 計 446143 的中 �� 3394（35番人気）
ワイド票数 計 931005 的中 �� 10034（25番人気）�� 3203（58番人気）�� 651（105番人気）
3連複票数 計1797615 的中 ��� 691（275番人気）
3連単票数 計1902995 的中 ��� 284（983番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―12．1―12．1―12．7―12．8―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．8―48．9―1：01．0―1：13．7―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
9（6，14）2，4（1，13）7（3，16）（5，8，11，10）12，15・（9，14）6－2（1，4）13，7（3，16，10）（11，15）（5，8，12）

2
4

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

勝馬の
紹 介

サンダーブリッツ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．8．11 新潟5着

2017．4．2生 牡4黒鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 14戦4勝 賞金 69，766，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ライジングドラゴン号の騎手松若風馬は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・8番・5

番）
〔その他〕 ソングオブザハート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ソングオブザハート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダノンロイヤル号・メイショウダジン号



12035 5月15日 晴 良 （3中京3） 第3日 第11競走 ��
��2，000�

みやこおおじ

都大路ステークス（Ｌ）
発走15時35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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

812	 マウントゴールド 牡8鹿 58 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 61：59．5 16．1�
68 マイラプソディ 牡4青鹿56 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：59．61 2．0�
811 ショウナンバルディ 牡5黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 444－12 〃 ハナ 5．9�
44 カセドラルベル 牝5鹿 54 小崎 綾也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B556＋ 8 〃 ハナ 5．1�
22 ハナズレジェンド 牡8栗 57 藤岡 佑介広尾レース� 田中 克典 浦河 カナイシスタッド 476＋ 81：59．81 26．0�
55 	 キングニミッツ 牡8栗 56 小牧 太吉田 勝利氏 小崎 憲 日高 新生ファーム 494－ 61：59．9
 379．9	
710 アフリカンゴールド �6栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 62：00．0
 7．5

67 ドリームソルジャー 牡7栗 56 古川 吉洋 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 480－ 6 〃 アタマ 114．9�

33 アメリカズカップ 牡7黒鹿56 団野 大成谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋ 42：00．21� 46．7�
56 ワイプティアーズ 牡6栗 56 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 536± 02：00．3 13．0
79 	 ツーエムアロンソ 牡5鹿 56 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 536＋ 22：01．25 14．6�

（11頭）
11 ガロアクリーク 牡4鹿 57 川田 将雅水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 504＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，845，900円 複勝： 62，891，300円 枠連： 19，449，100円
馬連： 121，140，600円 馬単： 47，498，800円 ワイド： 85，540，700円
3連複： 131，791，300円 3連単： 161，895，500円 計： 687，053，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 260円 � 120円 � 180円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，080円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 33，190円

票 数

単勝票数 差引計 568459（返還計147144） 的中 � 28240（7番人気）
複勝票数 差引計 628913（返還計157597） 的中 � 43437（7番人気）� 199504（1番人気）� 81070（2番人気）
枠連票数 差引計 194491（返還計124825） 的中 （6－8） 36564（1番人気）
馬連票数 差引計1211406（返還計833079） 的中 �� 47558（9番人気）
馬単票数 差引計 474988（返還計339221） 的中 �� 6136（23番人気）
ワイド票数 差引計 855407（返還計374363） 的中 �� 29716（10番人気）�� 18761（17番人気）�� 75890（1番人気）
3連複票数 差引計1317913（返還計1549423） 的中 ��� 32194（11番人気）
3連単票数 差引計1618955（返還計2323437） 的中 ��� 3536（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―36．6―48．9―1：01．3―1：13．2―1：25．0―1：36．4―1：47．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

	マウントゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mt. Livermore

2013．3．28生 牡8鹿 母 マウントコブラ 母母 Kobla 21戦5勝 賞金 147，867，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ガロアクリーク号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

12036 5月15日 晴 良 （3中京3） 第3日 第12競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 サンライズラポール 牡4栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B504－ 61：24．3 2．3�
47 � ハードカウント �6栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 41：24．51� 51．3�
36 メイショウベッピン 牝4鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 472＋101：24．6	 42．3�
816� ヘイセイメジャー 牡4黒鹿57 高倉 稜菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 480－ 8 〃 アタマ 37．1�
12 スズカカナロア 牡5鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492－ 21：25．02 3．4�
713 テンテキセンセキ 牡4黒鹿57 武 豊岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 クビ 11．6�
24 エターナリー 牡4栗 57 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 448－ 41：25．31
 7．4	
23 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 岩田 望来安原 浩司氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 486＋ 21：25．4	 46．9

611 ダンシングサンダー 牡4栗 57

55 △泉谷 楓真永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 484＋ 41：25．5クビ 100．4�
612 サトノゲイル 牡6青鹿57 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 470＋ 41：25．71� 71．6
48 カ ム カ ム 牡7鹿 57 団野 大成共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 472＋ 2 〃 クビ 21．3�
510 イルミネーター 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 490＋ 21：25．91	 35．2�
714 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 藤岡 康太大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 2 〃 ハナ 193．4�
59 ア イ タ イ 牡5栗 57 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 512－141：26．32	 317．2�
11 コ ラ ー ド 牡6芦 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 486－ 61：26．61
 305．8�
35 � ハリーバローズ 牡4鹿 57 中井 裕二猪熊 広次氏 中内田充正 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

498－ 41：26．91
 9．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，256，700円 複勝： 90，747，600円 枠連： 25，623，000円
馬連： 145，256，700円 馬単： 57，402，400円 ワイド： 114，111，700円
3連複： 216，982，600円 3連単： 289，977，000円 計： 1，007，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 760円 � 480円 枠 連（4－8） 1，520円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，170円 �� 10，630円

3 連 複 ��� 22，970円 3 連 単 ��� 82，440円

票 数

単勝票数 計 672567 的中 � 228864（1番人気）
複勝票数 計 907476 的中 � 317508（1番人気）� 20686（10番人気）� 35165（7番人気）
枠連票数 計 256230 的中 （4－8） 13050（5番人気）
馬連票数 計1452567 的中 �� 23228（15番人気）
馬単票数 計 574024 的中 �� 6076（21番人気）
ワイド票数 計1141117 的中 �� 15934（16番人気）�� 25918（10番人気）�� 2682（66番人気）
3連複票数 計2169826 的中 ��� 7084（65番人気）
3連単票数 計2899770 的中 ��� 2550（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．8―47．7―59．8―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズラポール �
�
父 Constitution �

�
母父 Curlin デビュー 2019．12．21 阪神1着

2017．3．7生 牡4栗 母 カラズマッチポイント 母母 Home Court 10戦3勝 賞金 38，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイミングナウ号・フラミンゴフライト号



（3中京3）第3日 5月15日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

278，150，000円
5，620，000円
24，990，000円
1，740，000円
33，820，000円
67，225，000円
5，324，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
438，257，500円
593，871，200円
129，777，100円
797，654，900円
347，976，500円
642，760，400円
1，176，011，700円
1，599，430，900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 5，725，740，200円

総入場人員 1，679名 （有料入場人員 1，521名）
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