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12037 5月16日 小雨 良 （3中京3） 第4日 第1競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 キャロライナリーパ 牝3黒鹿54 岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：25．0 1．2�
58 デアリングウーマン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 432＋ 41：25．63� 31．8�
22 メイショウミズモ 牝3黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 420－ 61：26．02� 14．4�
59 ソアリングギフト 牝3栗 54 松若 風馬 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 456－ 61：26．1� 28．7�
713 トレサイーユ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430＋ 61：26．2� 11．1�

815 ダノンエクレール 牝3芦 54 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：26．3クビ 9．4	
23 クリノキララ 牝3鹿 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 416－141：26．4� 20．5

712 ジェイケーフェイス 牝3鹿 54 荻野 極 STレーシング 今野 貞一 新ひだか 高橋フアーム 424＋ 61：26．71� 106．5�
47 プリティワヒネ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 502－ 61：27．23� 47．9�
46 ラブリボーン 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中尾 秀正 日高 ヤナガワ牧場 476－ 41：27．83� 198．9

35 ス ノ ー ル ナ 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 458 ―1：27．9クビ 134．5�

814 コンフィテオール 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ターフ・スポート渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 456＋101：28．21� 154．0�
11 メイショウラピッド 牝3鹿 54 中井 裕二松本 好�氏 長谷川浩大 様似 中脇 一幸 496 ―1：28．62� 126．4�
34 ペトログリフ 牝3鹿 54 丸山 元気 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 410＋ 21：28．7� 324．4�
610 ニホンピロケープ 牝3栗 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 436－ 81：28．8� 193．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，759，400円 複勝： 121，051，400円 枠連： 10，132，300円
馬連： 48，067，300円 馬単： 27，866，100円 ワイド： 44，147，400円
3連複： 83，307，000円 3連単： 121，494，400円 計： 487，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 320円 � 190円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 500円 �� 310円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 317594 的中 � 204515（1番人気）
複勝票数 計1210514 的中 � 952816（1番人気）� 21262（6番人気）� 44297（4番人気）
枠連票数 計 101323 的中 （5－6） 9607（4番人気）
馬連票数 計 480673 的中 �� 30149（5番人気）
馬単票数 計 278661 的中 �� 13035（6番人気）
ワイド票数 計 441474 的中 �� 22345（5番人気）�� 40738（3番人気）�� 5050（18番人気）
3連複票数 計 833070 的中 ��� 23214（10番人気）
3連単票数 計1214944 的中 ��� 9749（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．4―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．6
3 8（9，15，12）（2，11）7（13，14）（3，4，6）－（5，10）1 4 8，9，15，12（2，11）7（13，14）（3，6）4－（5，10）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャロライナリーパ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．7．18 阪神3着

2018．2．15生 牝3黒鹿 母 スネガエクスプレス 母母 サンスプリング 8戦1勝 賞金 13，670，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラブリボーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月16日まで平地競走に出走できな

い。
※出走取消馬 アミスタ号（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アザル号・エムティーロゼッタ号・バライロノキセキ号・レッツゴーアスク号

12038 5月16日 小雨 良 （3中京3） 第4日 第2競走 1，900�3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 5，100，000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
1：55．9
1：53．7

重
不良

44 タイスケフェイス 牡3鹿 56 幸 英明 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 474＋ 82：02．0 3．0�
89 レッドヴァイス 牡3芦 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 82：02．21� 3．2�
810 ネヴァーエンド 牡3黒鹿56 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 466－ 62：02．62� 6．8�
55 ゴットウェーブ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 494＋ 22：03．34 4．1�
22 タガノポルトロン 牡3青鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 42：03．61� 23．4�
78 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 512± 02：03．81� 21．3	
11 クリノアンビシャス 牡3青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488± 02：04．01� 10．8

33 ボムブラスト 牡3黒鹿56 小牧 太山口 敦広氏 笹田 和秀 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－ 42：05．59 36．8�
66 ユウカレント 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝�アイテツ 森 秀行 青森 山端 るり子 478－102：06．13� 200．0�
77 テイエムアクション 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 奥山 博 B488－162：07．810 95．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，876，200円 複勝： 20，832，200円 枠連： 4，390，000円
馬連： 30，264，800円 馬単： 14，375，600円 ワイド： 23，427，900円
3連複： 48，449，200円 3連単： 68，646，100円 計： 226，262，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 190円 枠 連（4－8） 310円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 380円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 158762 的中 � 41686（1番人気）
複勝票数 計 208322 的中 � 44861（2番人気）� 46896（1番人気）� 21589（4番人気）
枠連票数 計 43900 的中 （4－8） 10873（1番人気）
馬連票数 計 302648 的中 �� 46558（1番人気）
馬単票数 計 143756 的中 �� 10549（2番人気）
ワイド票数 計 234279 的中 �� 25549（2番人気）�� 18862（4番人気）�� 14826（5番人気）
3連複票数 計 484492 的中 ��� 46860（2番人気）
3連単票数 計 686461 的中 ��� 13113（8番人気）

ハロンタイム 7．6―11．2―11．7―13．9―13．4―12．9―12．7―13．4―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―18．8―30．5―44．4―57．8―1：10．7―1：23．4―1：36．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイスケフェイス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．12．5 阪神9着

2018．3．10生 牡3鹿 母 ビ バ エ ル フ 母母 エ ル フ ィ ン 7戦1勝 賞金 9，790，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムアクション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月16日まで平地

競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第４日



12039 5月16日 小雨 良 （3中京3） 第4日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50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

815 サブロンカズマ 牡3鹿 56 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：13．1 4．2�
24 タマモイットウセイ 牡3青 56 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464－ 61：13．31� 7．7�
612 ザ ン ト 牡3黒鹿56 松若 風馬サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 428－ 2 〃 アタマ 7．8�
816 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 �島 良太中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 472＋ 41：13．61� 30．5�
11 ツーエムタイガー 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ
ファーム 428＋ 2 〃 クビ 159．6�

48 オーガーウェル 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 444± 01：13．7� 62．5	

510 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 アタマ 10．1

36 � ローズファラオ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �ニッシンホール

ディングス 藤岡 健一 豪 Go Blood-
stock 420－ 61：13．8� 7．1�

47 カスターニョ 牡3栗 56
54 △泉谷 楓真 �京都ホースレーシング 佐々木晶三 浦河 川越ファーム 462－ 21：13．9� 2．9�

59 ジュンコーハク 牝3鹿 54 岩田 望来八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 462± 0 〃 ハナ 40．9
714 ルージュヴィッフ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：14．0� 78．6�
35 スターオブドーレ 牡3黒鹿56 荻野 琢真光安 了氏 畑端 省吾 日高 原田ファーム 450－ 41：14．42� 30．5�
23 ニシノカグラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 392± 01：14．5アタマ 86．4�
611 ミスズフィーリング 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 446－ 61：14．92� 39．0�
12 ガールズヒロイン 牝3黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 432± 01：15．53� 78．3�
713 メイショウサチヒメ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 436＋ 41：16．99 303．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，584，000円 複勝： 47，397，800円 枠連： 8，235，700円
馬連： 51，900，300円 馬単： 21，228，200円 ワイド： 50，703，100円
3連複： 80，993，600円 3連単： 81，132，700円 計： 371，175，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 240円 � 230円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 550円 �� 550円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 17，050円

票 数

単勝票数 計 295840 的中 � 56272（2番人気）
複勝票数 計 473978 的中 � 76979（2番人気）� 46927（5番人気）� 52594（3番人気）
枠連票数 計 82357 的中 （2－8） 4445（8番人気）
馬連票数 計 519003 的中 �� 25338（6番人気）
馬単票数 計 212282 的中 �� 5647（9番人気）
ワイド票数 計 507031 的中 �� 23813（6番人気）�� 24164（5番人気）�� 16180（9番人気）
3連複票数 計 809936 的中 ��� 18724（8番人気）
3連単票数 計 811327 的中 ��� 3448（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．5―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．9
3 ・（12，4）8（6，7，13）（1，15）10（5，16）（2，11）9－（3，14） 4 ・（12，4）8，6（1，7）15（10，16）（5，13）11，2－9（3，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サブロンカズマ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．6．27 函館3着

2018．1．26生 牡3鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 10戦1勝 賞金 16，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ニシノカグラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月16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 ゾンニッヒ号・メイショウレッシ号

12040 5月16日 小雨 良 （3中京3） 第4日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時20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

11 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿 56
53 ▲小沢 大仁 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 452－ 42：02．7 12．8�

55 マイネルジャッカル 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 清水 小野瀬 竜馬 466＋102：02．8� 8．3�

811 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 480± 0 〃 クビ 3．6�
22 � アメリカンマッハ 牡3鹿 56 幸 英明 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

496－ 62：02．9アタマ 1．8�
33 ハクシンパーソナル 牡3鹿 56 横山 和生新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 468＋ 42：03．21� 49．4	
79 メイショウスズカケ 牝3青 54

52 △泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 むかわ 上水牧場 502－ 2 〃 クビ 7．1

56 キーストーリー 牡3青 56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 468－ 42：04．05 57．0�
67 ケルンクリエイター �3栗 56 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 456－ 62：04．21	 176．5�
44 ラストアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：04．3� 307．5

812 フォルツァーレ �3鹿 56 国分 優作ライオンレースホース� 松下 武士 浦河 杵臼牧場 448－ 62：04．4� 27．2�
710 アヴェニルールー 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 480－ 62：04．71� 306．6�
68 キ ク ノ ボ ワ 牝3芦 54 岡田 祥嗣菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 432 ―2：05．01� 70．5�
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売 得 金
単勝： 27，410，500円 複勝： 49，231，400円 枠連： 7，383，900円
馬連： 41，283，300円 馬単： 26，753，900円 ワイド： 35，657，900円
3連複： 61，837，400円 3連単： 117，353，400円 計： 366，911，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 430円 � 420円 � 220円 枠 連（1－5） 4，830円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 680円 �� 560円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 53，950円

票 数

単勝票数 計 274105 的中 � 17013（5番人気）
複勝票数 計 492314 的中 � 27712（5番人気）� 28428（4番人気）� 69574（2番人気）
枠連票数 計 73839 的中 （1－5） 1184（12番人気）
馬連票数 計 412833 的中 �� 6340（13番人気）
馬単票数 計 267539 的中 �� 1455（29番人気）
ワイド票数 計 356579 的中 �� 6893（13番人気）�� 13507（9番人気）�� 17061（6番人気）
3連複票数 計 618374 的中 ��� 7469（18番人気）
3連単票数 計1173534 的中 ��� 1577（127番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．8―13．2―13．0―12．2―12．8―12．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．3―49．5―1：02．5―1：14．7―1：27．5―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2
1
3
・（1，2）11（5，9）6－（3，8）10，4，12，7・（1，2）（5，11）9，6，8（3，10）12（7，4）

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

勝馬の
紹 介

ミリタリータンゴ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．11．14 東京4着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 ダンスアミーガ 母母 ダンスオールナイト 5戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 マイネルジャッカル号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔3走成績による出走制限〕 アヴェニルールー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月16日まで平地競走に出走で

きない。



12041 5月16日 小雨 稍重 （3中京3） 第4日 第5競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時10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
1：47．6
1：47．6

重
重

47 スウィープザボード 牡3芦 56 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 B456－ 41：53．5 3．5�
23 シュルレアリスト 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 21：54．24 24．2�
59 � サハラヴァンクール 牡3鹿 56 藤井勘一郎首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 474± 01：54．3クビ 13．4�
46 リアンクール 牝3鹿 54 横山 和生村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 41：54．4� 4．1�
11 ハイラブサンケイ 牝3栗 54 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 504－ 41：54．5� 43．2�
35 ソウルラッシュ 牡3黒鹿56 荻野 極石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 クビ 7．1	
814 ウォーターアンク 牝3栗 54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 468＋ 21：54．7� 54．4

58 リュウセイグン 牡3栗 56 幸 英明二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 518＋ 41：54．91� 34．4�
22 テーオーシリウス 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 478－ 81：55．21� 20．7�
815 スペースフライト 牡3黒鹿56 池添 謙一前田 晋二氏 佐々木晶三 平取 船越 伸也 524－ 41：55．51� 16．1
713 シゲルソウサイ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 486＋ 21：56．56 32．9�
610 テリオスルイ 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 464± 01：56．71 90．3�
34 メイショウフンジン 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 500± 01：56．8� 8．3�
712 ムーンビード 牝3鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋141：58．39 8．2�
611 ア ク セ ル 牡3黒鹿56 柴山 雄一中辻 明氏 武 幸四郎 様似 髙村 伸一 504＋ 42：00．1大差 76．2�
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売 得 金
単勝： 43，566，300円 複勝： 61，539，100円 枠連： 13，825，500円
馬連： 74，439，900円 馬単： 27，537，800円 ワイド： 73，146，600円
3連複： 128，043，500円 3連単： 121，794，100円 計： 543，892，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 210円 � 570円 � 380円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 600円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 52，430円

票 数

単勝票数 計 435663 的中 � 97284（1番人気）
複勝票数 計 615391 的中 � 92969（2番人気）� 24502（9番人気）� 40348（6番人気）
枠連票数 計 138255 的中 （2－4） 9395（4番人気）
馬連票数 計 744399 的中 �� 9821（20番人気）
馬単票数 計 275378 的中 �� 2501（34番人気）
ワイド票数 計 731466 的中 �� 10593（22番人気）�� 33617（4番人気）�� 5620（39番人気）
3連複票数 計1280435 的中 ��� 8384（37番人気）
3連単票数 計1217941 的中 ��� 1684（160番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．5―12．6―12．8―13．0―13．0―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．3―48．9―1：01．7―1：14．7―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スウィープザボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．8．16 小倉11着

2018．5．7生 牡3芦 母 スギノブロッサム 母母 ブライアンズビット 8戦2勝 賞金 16，370，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月16日まで平地競走に出

走できない。

12042 5月16日 小雨 稍重 （3中京3） 第4日 第6競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走12時45分 （芝・左）

牝；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

55 ナ ギ サ 牝3鹿 54
52 △泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 484－ 21：37．1 9．6�

77 マリアエレーナ 牝3芦 54 川島 信二金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 412＋ 21：37．21 2．8�

33 メイショウツワブキ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 480－ 21：37．3クビ 4．2�
88 ルージュグラース 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422＋ 81：37．62 4．1�
44 ゼ リ ア 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 田湯牧場 436－ 21：37．7� 18．4�
22 ココクラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 408± 01：38．12� 139．8	
66 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿54 幸 英明大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 ハナ 3．9

11 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 424＋ 81：38．63 197．5�
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売 得 金
単勝： 33，034，300円 複勝： 34，876，800円 枠連： 発売なし
馬連： 45，769，200円 馬単： 23，242，200円 ワイド： 30，602，600円
3連複： 49，957，000円 3連単： 110，776，900円 計： 328，259，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 210円 � 130円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 460円 �� 490円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 330343 的中 � 27334（5番人気）
複勝票数 計 348768 的中 � 33279（5番人気）� 86232（1番人気）� 60702（4番人気）
馬連票数 計 457692 的中 �� 25508（7番人気）
馬単票数 計 232422 的中 �� 5191（15番人気）
ワイド票数 計 306026 的中 �� 15727（7番人気）�� 14463（8番人気）�� 42810（1番人気）
3連複票数 計 499570 的中 ��� 25506（5番人気）
3連単票数 計1107769 的中 ��� 7490（43番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．1―13．0―12．7―11．7―10．5―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．1―38．2―51．2―1：03．9―1：15．6―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ギ サ �

父 フェノーメノ �


母父 タイキシャトル デビュー 2021．1．5 中京2着

2018．2．16生 牝3鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 5戦2勝 賞金 14，800，000円
※ハイライフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12043 5月16日 小雨 稍重 （3中京3） 第4日 第7競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

79 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 望来本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 456＋ 81：53．3 4．9�
78 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B540± 01：53．61� 4．5�
67 アラジンバローズ 牡4鹿 57 中井 裕二猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 482－121：54．02� 1．9�
55 ハイオソラール 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 510± 01：54．1� 23．0�
811 キングリスティア �5青 57

56 ☆富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 520－ 21：54．84 6．3�
810 キースローガン 牡4栗 57 小崎 綾也北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 488＋ 21：55．22� 47．7	
22 � メイショウカンキ 牡7鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 476－ 21：55．3� 33．2

11 トレジャーシップ 牡4鹿 57 松田 大作山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 460－141：55．4	 44．9�
44 メイショウイフウ �5黒鹿57 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496－ 81：55．61
 94．8�
66 クーファイザナミ 牝4鹿 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 402－ 41：58．6大差 49．3
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33 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57 荻野 極平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 B544－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，700，200円 複勝： 55，662，900円 枠連： 8，893，600円
馬連： 51，091，000円 馬単： 26，471，000円 ワイド： 39，402，900円
3連複： 63，169，900円 3連単： 110，986，100円 計： 390，377，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（7－7） 850円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 170円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 差引計 347002（返還計 20398） 的中 � 56470（3番人気）
複勝票数 差引計 556629（返還計 32915） 的中 � 81323（2番人気）� 76936（3番人気）� 276410（1番人気）
枠連票数 差引計 88936（返還計 12638） 的中 （7－7） 8060（4番人気）
馬連票数 差引計 510910（返還計 79707） 的中 �� 44815（3番人気）
馬単票数 差引計 264710（返還計 42413） 的中 �� 9742（7番人気）
ワイド票数 差引計 394029（返還計 79362） 的中 �� 36555（3番人気）�� 53887（2番人気）�� 63441（1番人気）
3連複票数 差引計 631699（返還計203738） 的中 ��� 123720（1番人気）
3連単票数 差引計1109861（返還計355112） 的中 ��� 22016（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．3―50．9―1：03．0―1：15．2―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレースルビー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．10．5 京都4着

2017．3．30生 牝4鹿 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 10戦2勝 賞金 17，700，000円
〔競走除外〕 オオゾラ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クーファイザナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月16日まで平地競

走に出走できない。
※シゲルヒカルダイヤ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12044 5月16日 小雨 稍重 （3中京3） 第4日 第8競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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
1：47．6
1：47．6

重
重

88 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿 55
52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452－ 21：51．6 16．8�

55 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 81：52．45 3．5�

89 フ ラ ー レ ン 牝4鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：52．82� 6．9�
44 ペイシャノリッジ 牝4鹿 55 森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 414＋ 41：53．11� 2．9�
11 ダンツチョイス 牝6栗 55 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462＋ 41：53．31� 16．4�
66 ラヴィンフォール 牝4青鹿55 小崎 綾也大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：53．51 10．7	
33 スマートアリエル 牝4黒鹿55 池添 謙一大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 460± 01：54．13� 11．4

77 � マーブルサニー 牝5芦 55

53 △泉谷 楓真下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 494＋ 81：55．59 5．7�

22 ペイシャクレア 牝5鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 420－ 41：55．71� 81．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，733，500円 複勝： 46，356，400円 枠連： 8，098，100円
馬連： 66，773，000円 馬単： 28，523，700円 ワイド： 51，662，600円
3連複： 80，547，900円 3連単： 121，777，200円 計： 443，472，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 420円 � 150円 � 240円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，590円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 43，590円

票 数

単勝票数 計 397335 的中 � 18850（8番人気）
複勝票数 計 463564 的中 � 22475（8番人気）� 99354（1番人気）� 47387（5番人気）
枠連票数 計 80981 的中 （5－8） 6806（3番人気）
馬連票数 計 667730 的中 �� 16187（15番人気）
馬単票数 計 285237 的中 �� 2749（37番人気）
ワイド票数 計 516626 的中 �� 12477（15番人気）�� 7958（23番人気）�� 27920（5番人気）
3連複票数 計 805479 的中 ��� 10623（26番人気）
3連単票数 計1217772 的中 ��� 2025（185番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．4―48．7―1：01．3―1：13．8―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨソユキ 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 キンググローリアス デビュー 2018．12．28 阪神8着

2016．5．20生 牝5黒鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 16戦3勝 賞金 31，860，000円



12045 5月16日 小雨 稍重 （3中京3） 第4日 第9競走 ��2，200�
か ん さ が わ

寒 狭 川 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．5．16以降3．5．9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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

44 ペプチドオーキッド 牡6鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 494＋ 82：13．1 4．6�
66 サトノシャローム 牡4鹿 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 8 〃 クビ 2．4�
77 マ ス ラ オ �7栗 53 幸 英明 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 446－ 42：13．31 14．7�
11 � バイキングクラップ 牡5鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B506＋ 62：13．4� 2．6�
55 ブリーズスズカ 牡8青鹿51 小沢 大仁永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476± 02：13．5� 65．6	
22 サンライズローリエ 牡6青鹿54 池添 謙一松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 456－ 62：13．92� 6．6

33 サイモンサーマル �6鹿 50 松本 大輝澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 42：15．28 78．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，013，200円 複勝： 24，568，300円 枠連： 発売なし
馬連： 49，431，700円 馬単： 29，617，100円 ワイド： 27，097，300円
3連複： 53，409，900円 3連単： 156，341，900円 計： 373，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 270円 �� 570円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 330132 的中 � 56742（3番人気）
複勝票数 計 245683 的中 � 38684（4番人気）� 66447（2番人気）
馬連票数 計 494317 的中 �� 65873（2番人気）
馬単票数 計 296171 的中 �� 17349（5番人気）
ワイド票数 計 270973 的中 �� 28571（4番人気）�� 11256（9番人気）�� 15838（7番人気）
3連複票数 計 534099 的中 ��� 20254（7番人気）
3連単票数 計1563419 的中 ��� 13626（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．6―11．9―11．6―12．3―12．6―11．8―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―35．9―47．8―59．4―1：11．7―1：24．3―1：36．1―1：48．1―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0
1
3
・（1，2）6，7，4，3，5
2－1，6（7，5）4，3

2
4

・（1，2）－6，7－4，5，3
2－1，6，7，4，5－3

勝馬の
紹 介

ペプチドオーキッド �

父 ワークフォース �


母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．8．6 札幌1着

2015．3．6生 牡6鹿 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 13戦3勝 賞金 42，085，000円

12046 5月16日 曇 稍重 （3中京3） 第4日 第10競走 ��
��1，200�

す ざ く

朱雀ステークス
発走14時50分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 コロラトゥーレ 牝7鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 476± 01：07．9 113．5�
36 ファンタジステラ 牡7鹿 57 藤井勘一郎 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 444＋ 61：08．21� 108．7�
48 シトラスノート 牝5鹿 55 富田 暁吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：08．3� 8．2�
59 	 デルマカトリーナ 牝5鹿 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 444＋ 8 〃 クビ 5．2�
611 チェアリングソング 牡4栗 57 小崎 綾也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：08．51
 33．2�
11 � クリノアリエル 牝6青 55 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B412－ 8 〃 クビ 12．2	
47 ナンヨーアミーコ �8栗 57 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428± 01：08．71
 36．4

713 ビ ア イ 牝4青鹿55 太宰 啓介副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B504－ 21：08．8� 33．3�
818� スワーヴシャルル 牡5黒鹿57 横山 和生�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478－ 81：09．0� 4．4�
23 エレヴァート 牝4黒鹿55 泉谷 楓真�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 446＋ 8 〃 ハナ 30．2
510 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 55 川須 栄彦小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 ハナ 40．4�
714 コスモカルナック 牡4鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 492＋ 21：09．1 9．2�
612	 デトロイトテソーロ 牝4黒鹿55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 468± 0 〃 クビ 5．1�

24 ブレイブメジャー 牡5鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484－ 21：09．2� 10．0�
35 グッドジュエリー 牝6芦 55 高倉 稜長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 464－ 61：09．3� 44．5�
816 カバジェーロ 牡4鹿 57 国分 恭介�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494± 01：10．78 150．8�
715 ブリッツアウェイ 牝5黒鹿55 秋山真一郎吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 61：13．6大差 221．9�
817 タマモティータイム 牝4鹿 55 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B466＋ 8 （競走中止） 28．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，412，200円 複勝： 74，408，700円 枠連： 25，175，300円
馬連： 140，195，800円 馬単： 45，707，900円 ワイド： 106，827，200円
3連複： 228，684，300円 3連単： 215，839，500円 計： 889，250，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，350円 複 勝 � 1，880円 � 3，220円 � 310円 枠 連（1－3） 8，970円

馬 連 �� 137，880円 馬 単 �� 267，810円

ワ イ ド �� 36，430円 �� 6，380円 �� 13，000円

3 連 複 ��� 583，370円 3 連 単 ��� 3，477，410円

票 数

単勝票数 計 524122 的中 � 3692（16番人気）
複勝票数 計 744087 的中 � 9671（15番人気）� 5547（17番人気）� 74384（4番人気）
枠連票数 計 251753 的中 （1－3） 2174（29番人気）
馬連票数 計1401958 的中 �� 788（132番人気）
馬単票数 計 457079 的中 �� 128（264番人気）
ワイド票数 計1068272 的中 �� 754（136番人気）�� 4347（72番人気）�� 2120（94番人気）
3連複票数 計2286843 的中 ��� 294（591番人気）
3連単票数 計2158395 的中 ��� 45（3546番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．8―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．2―44．5―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．7
3 12，13，16，17（6，15）（8，18）（9，14）3，2（1，11）－4，10，5，7 4 12，13，16，6（15，17）（8，18）（9，14）（2，3）（1，11）－（7，4）（10，5）

勝馬の
紹 介

コロラトゥーレ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．27 札幌4着

2014．2．27生 牝7鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 43戦5勝 賞金 96，239，000円
〔競走中止〕 タマモティータイム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 デトロイトテソーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリッツアウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月16日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 デトロイトテソーロ号・タマモティータイム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月16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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アテンフラワー号・アンブロジオ号・ジョニーズララバイ号・ビップウインク号・ロジーナ号・ロードベイリーフ号

１レース目



12047 5月16日 曇 稍重 （3中京3） 第4日 第11競走
栗東市制施行20周年記念

��
��1，400�

りっとう

栗東ステークス（Ｌ）
発走15時30分 （ダート・左）
4歳以上，2．5．16以降3．5．9まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

栗東市長賞（1着）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 メイショウオーパス 牡6黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 506－ 21：23．2 16．6�
24 スリーグランド 牡4栗 56 岩田 望来永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 466± 01：23．31 2．9�
12 メイショウウズマサ 牡5黒鹿54 横山 和生松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 498－ 21：23．4� 8．8�
510 ロイヤルパールス 牡6鹿 53 池添 謙一ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 524± 01：23．6� 37．8�
611 ミッキーワイルド 牡6鹿 57 古川 吉洋野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512－10 〃 ハナ 44．7�
612 スマートダンディー 牡7鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 506＋ 81：23．81	 4．5	
47 ハーグリーブス 牡6芦 55 松若 風馬水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 500－ 61：24．01� 53．8

816 ア ー ド ラ ー 牡7鹿 56 泉谷 楓真 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494＋ 4 〃 アタマ 51．9�
815 デザートストーム 牡7黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 クビ 11．9�
35 ヨ シ オ 牡8鹿 56 岩田 康誠岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484－ 21：24．1� 42．1
59 メイショウベンガル 牡4芦 54 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 484＋ 41：24．2クビ 24．5�
713 レシプロケイト 牡5栗 55 富田 暁ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 2 〃 クビ 18．3�
23 デターミネーション 牡5鹿 54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482－101：24．3� 20．0�
11 スナークスター �5鹿 54 丸山 元気杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468＋ 21：24．61� 69．6�
36 フ ォ ー テ 牡4黒鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：25．13 13．1�
714 タイガーインディ 牡4黒鹿54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462＋ 61：25．31 11．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，489，500円 複勝： 105，406，100円 枠連： 42，893，000円
馬連： 263，004，300円 馬単： 81，705，000円 ワイド： 173，236，900円
3連複： 448，943，300円 3連単： 457，412，900円 計： 1，650，091，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 380円 � 150円 � 280円 枠 連（2－4） 1，590円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，830円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 58，080円

票 数

単勝票数 計 774895 的中 � 37200（7番人気）
複勝票数 計1054061 的中 � 58350（6番人気）� 248317（1番人気）� 87588（4番人気）
枠連票数 計 428930 的中 （2－4） 20839（7番人気）
馬連票数 計2630043 的中 �� 73168（8番人気）
馬単票数 計 817050 的中 �� 8134（25番人気）
ワイド票数 計1732369 的中 �� 38566（12番人気）�� 23540（19番人気）�� 70411（3番人気）
3連複票数 計4489433 的中 ��� 46574（19番人気）
3連単票数 計4574129 的中 ��� 5709（167番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．8―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．9―45．7―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．5
3 ・（2，3，9）－6（10，14）（4，12）（1，11，13）（8，16）－（5，7，15） 4 ・（2，3，9）－（10，6，14）（4，12）（1，11）（8，13）16（5，7，15）

勝馬の
紹 介

メイショウオーパス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．8 中京8着

2015．3．22生 牡6黒鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 28戦5勝 賞金 111，469，000円
〔制裁〕 アードラー号の騎手泉谷楓真は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オウケンムーン号・カッパツハッチ号・サトノラファール号・ドリュウ号・ノーワン号・バティスティーニ号・

ヒラソール号・フィールドセンス号

12048 5月16日 曇 稍重 （3中京3） 第4日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 サンキューユウガ 牡5青鹿57 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 518± 01：08．1 1．7�
47 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 岩田 康誠田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 460－ 2 〃 アタマ 7．6�
713 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 荻野 極藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 464＋ 41：08．41� 21．5�
46 グ ラ ウ ク ス 	5栗 57

56 ☆富田 暁 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 21：08．5
 88．4�

815 ジュビリーヘッド 牡4鹿 57
54 ▲角田 大和 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 ハナ 14．3�

611 ス キ ッ プ 牡5黒鹿 57
55 △泉谷 楓真	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 486＋ 21：08．6� 24．8


712� マジックバローズ 牡6鹿 57 藤井勘一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 456± 01：09．02
 36．0�
34 ダノンシティ 牡5鹿 57 松若 風馬	ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 472－ 8 〃 クビ 10．0�
610 カーテンコール 牝4栗 55 中井 裕二 	ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 486－ 4 〃 ハナ 44．0
58 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 藤岡 康太五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：09．31� 12．7�
23 ト ン ボ イ 牝6栗 55

52 ▲松本 大輝幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 452± 01：09．61� 40．5�
35 クルークヴァール 牡6鹿 57 岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474－101：09．81
 32．3�
22 アルムブラスト 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 518－101：09．9クビ 11．5�
814� ニシノアップルパイ 牡7鹿 57

54 ▲小沢 大仁西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 504－ 41：10．0� 97．3�
59 � マイネルアムニス 牡7芦 57 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar B520＋ 41：10．21
 107．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，961，900円 複勝： 102，732，700円 枠連： 28，641，900円
馬連： 152，646，600円 馬単： 72，214，100円 ワイド： 113，320，700円
3連複： 259，129，200円 3連単： 349，455，700円 計： 1，143，102，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 350円 枠 連（1－4） 720円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 650円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 649619 的中 � 292052（1番人気）
複勝票数 計1027327 的中 � 448804（1番人気）� 105649（2番人気）� 42476（8番人気）
枠連票数 計 286419 的中 （1－4） 30794（3番人気）
馬連票数 計1526466 的中 �� 148401（2番人気）
馬単票数 計 722141 的中 �� 52766（2番人気）
ワイド票数 計1133207 的中 �� 97303（1番人気）�� 43926（7番人気）�� 12981（20番人気）
3連複票数 計2591292 的中 ��� 46667（9番人気）
3連単票数 計3494557 的中 ��� 24035（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．7―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―45．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキューユウガ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．27 小倉5着

2016．3．9生 牡5青鹿 母 マイネアンティーク 母母 スターアルファ 10戦3勝 賞金 54，248，000円
〔発走状況〕 トンボイ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ジュビリーヘッド号の騎手角田大和は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・6番・4番）

マジックバローズ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 トンボイ号は，発走調教再審査。

４レース目



（3中京3）第4日 5月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

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

229，760，000円
7，790，000円
26，450，000円
1，350，000円
25，650，000円
64，065，000円
4，152，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
483，541，200円
744，063，800円
157，669，300円
1，014，867，200円
425，242，600円
769，233，100円
1，586，472，200円
2，033，010，900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 7，214，100，300円

総入場人員 1，662名 （有料入場人員 1，462名）
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