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15001 6月5日 晴 重 （3中京4） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時50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

47 ビクトリアバローズ 牝3鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442＋101：24．2 8．6�
35 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 458＋101：24．73 3．4�
36 アイヴォリーアイ 牝3芦 54

53 ☆亀田 温心 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 486 ― 〃 ハナ 141．5�
24 レッツゴーアスク 牝3鹿 54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 468± 01：24．8� 7．9�
11 ア ミ ス タ 牝3鹿 54 森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 464－121：25．75 90．8�
815 フ ウ カ 牝3青鹿54 川又 賢治 �ニッシンホール

ディングス 松永 幹夫 新ひだか チャンピオンズファーム 446 ―1：25．8� 98．5	
714 ブルアモーレ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋141：25．9クビ 5．8

12 カイマナリノ 牝3栗 54 吉田 隼人松岡 雅昭氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 498＋ 81：26．22 5．2�
611 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 458＋ 61：26．3� 4．3�
612 バトルナユタ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁宮川 秋信氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 506± 01：26．4� 295．5
48 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 438＋ 81：26．5クビ 35．3�
23 ザモウコダマシイ 牝3鹿 54 団野 大成廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 442－141：26．6� 52．9�
713 ア シ タ バ 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 484 ―1：27．66 145．7�
816 ルージュサンライズ 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 458 ―1：27．91� 39．4�
59 ネロリビガラード 牝3栗 54 坂井 瑠星西森 功氏 吉田 直弘 新ひだか 今 牧場 422－ 81：28．21� 76．2�
510 シビックモエ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ國枝久美子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 380－ 41：30．9大差 281．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，437，600円 複勝： 56，819，500円 枠連： 9，119，600円
馬連： 56，926，700円 馬単： 26，627，600円 ワイド： 54，040，900円
3連複： 91，078，900円 3連単： 98，894，800円 計： 423，945，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 310円 � 150円 � 3，410円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 810円 �� 19，500円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 65，110円 3 連 単 ��� 313，090円

票 数

単勝票数 計 304376 的中 � 28193（6番人気）
複勝票数 計 568195 的中 � 44171（6番人気）� 139558（1番人気）� 3053（14番人気）
枠連票数 計 91196 的中 （3－4） 4161（9番人気）
馬連票数 計 569267 的中 �� 21275（9番人気）
馬単票数 計 266276 的中 �� 4987（18番人気）
ワイド票数 計 540409 的中 �� 18092（10番人気）�� 691（74番人気）�� 1973（45番人気）
3連複票数 計 910789 的中 ��� 1049（117番人気）
3連単票数 計 988948 的中 ��� 229（550番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．9―47．0―59．1―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビクトリアバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Monsun デビュー 2020．9．12 中京8着

2018．4．26生 牝3鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 6戦1勝 賞金 6，640，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シビックモエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月5日まで平地競走に

出走できない。

15002 6月5日 晴 重 （3中京4） 第1日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

816 ト ウ リ ュ ウ 牡3栗 56 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 446± 01：51．7 2．5�
11 アスカノミライ 牡3黒鹿56 西村 淳也豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B508－ 21：51．8� 2．2�
12 ラ イ ム 牡3鹿 56 国分 優作山本 堅治氏 大根田裕之 新ひだか ヒサイファーム 464＋ 21：52．75 9．3�
714 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 480－ 81：53．02 38．8�
24 アメリカンポーロ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 日高 高澤 正幸 460 ―1：53．21 54．5�
48 シゲルヒラシャイン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁森中 蕃氏 飯田 祐史 新冠 武田牧場 466－ 81：53．3� 8．7	
713 フロンタルクリス 牡3鹿 56 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 504＋ 61：53．83 22．2

510 スズカサウスボーイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 486－ 4 〃 クビ 281．3�
23 クレスコロッキー 牡3鹿 56 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 504－161：54．22� 312．2�
612 チョモランマ 牡3鹿 56 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 510＋ 41：54．73 423．0
59 リュウノダイモンジ 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか 酒井 秀紀 470－ 41：55．01� 399．4�
35 モズディーラー 牡3栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 472 ―1：55．95 130．1�
47 グロリアスダッド 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 484＋161：56．0� 30．8�
815 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 482＋ 61：56．21� 33．7�
611 フォーコーゼズ 牡3鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 杉山 晴紀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋241：56．84 40．8�
36 ワンダーイデア 牡3栗 56 小牧 太山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474－ 81：57．11� 306．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，647，000円 複勝： 47，226，800円 枠連： 13，174，200円
馬連： 56，966，700円 馬単： 28，868，400円 ワイド： 58，266，500円
3連複： 101，684，400円 3連単： 119，560，100円 計： 462，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（1－8） 240円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 160円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 366470 的中 � 114559（2番人気）
複勝票数 計 472268 的中 � 116709（2番人気）� 135518（1番人気）� 49331（4番人気）
枠連票数 計 131742 的中 （1－8） 41347（1番人気）
馬連票数 計 569667 的中 �� 135162（1番人気）
馬単票数 計 288684 的中 �� 32666（2番人気）
ワイド票数 計 582665 的中 �� 109887（1番人気）�� 47240（3番人気）�� 40620（4番人気）
3連複票数 計1016844 的中 ��� 127411（2番人気）
3連単票数 計1195601 的中 ��� 37320（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．4―12．2―12．2―12．5―13．0―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．1―48．3―1：00．5―1：13．0―1：26．0―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ト ウ リ ュ ウ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．11．14 福島3着

2018．3．13生 牡3栗 母 タフネスデジタル 母母 タフネススター 8戦1勝 賞金 12，710，000円
〔その他〕 ワンダーイデア号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーコーゼズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5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〕 リュウノダイモンジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月5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） 2頭 マサノダイヤモンド号・ロッキーブレイヴ号
（非抽選馬） 1頭 キンバ号

第４回 中京競馬 第１日



15003 6月5日 晴 重 （3中京4） 第1日 第3競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

713 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± 01：11．8 2．9�

24 ニホンピロラブリー 牝3青鹿54 和田 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 462± 01：11．9� 299．9�
47 テーオールソー 牡3青鹿56 福永 祐一小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 518＋141：12．0クビ 3．8�
36 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 466＋ 21：12．42� 3．9�
23 ティーストーク 牝3栗 54 団野 大成水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 456－ 21：12．61� 180．5�
612 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 430＋ 2 〃 アタマ 20．9	

12 クインズミント 牝3鹿 54 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 81：13．02� 8．0

59 カレンピルエット 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 426＋ 41：13．1� 288．1�
815 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 396－ 21：13．63 646．9�
816 ジューンブルーム 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 462＋ 41：13．7� 8．4
510 ジュドヴァーグ 牝3栗 54 岡田 祥嗣 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 浦河 川越ファーム 458－161：13．8� 126．8�
611 モズオールビー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 468－ 81：13．9� 127．0�
714 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 436－ 4 〃 クビ 17．8�
48 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 416－ 21：16．2大差 55．7�
11 メイショウワゲン 牡3青鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 452－321：17．58 127．0�

（15頭）
35 � トニーヒアロ 牝3栗 54 武 豊トニー倶楽部 森 秀行 米 Saddle Creek

Farms Inc. 516＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，355，100円 複勝： 46，715，300円 枠連： 12，116，100円
馬連： 43，537，000円 馬単： 18，927，000円 ワイド： 41，416，300円
3連複： 55，602，100円 3連単： 61，257，200円 計： 308，926，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 3，600円 � 170円 枠 連（2－7） 12，860円

馬 連 �� 40，020円 馬 単 �� 51，060円

ワ イ ド �� 8，670円 �� 290円 �� 15，080円

3 連 複 ��� 34，370円 3 連 単 ��� 272，460円

票 数

単勝票数 差引計 293551（返還計 33046） 的中 � 79885（1番人気）
複勝票数 差引計 467153（返還計 52511） 的中 � 114627（1番人気）� 2051（14番人気）� 79153（3番人気）
枠連票数 差引計 121161（返還計 6335） 的中 （2－7） 730（20番人気）
馬連票数 差引計 435370（返還計137897） 的中 �� 843（41番人気）
馬単票数 差引計 189270（返還計 60503） 的中 �� 278（68番人気）
ワイド票数 差引計 414163（返還計 95807） 的中 �� 1107（47番人気）�� 44199（2番人気）�� 634（59番人気）
3連複票数 差引計 556021（返還計298132） 的中 ��� 1213（64番人気）
3連単票数 差引計 612572（返還計339122） 的中 ��� 163（454番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―12．0―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―46．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．7
3 ・（2，7，13）－（3，6）（4，10）（9，14，16）－15，11－12＝8＝1 4 ・（2，7，13）－（3，6）4（9，14，16）10，15，11－12＝8＝1

勝馬の
紹 介

デアリングウーマン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．31 京都3着

2018．4．30生 牝3鹿 母 デアリングハート 母母 デアリングダンジグ 6戦1勝 賞金 10，200，000円
〔競走除外〕 トニーヒアロ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンチドリ号・メイショウワゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月

5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） 1頭 サヴァビアン号
（非抽選馬） 1頭 ローリング号

15004 6月5日 晴 稍重 （3中京4） 第1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

510 カレンルシェルブル 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 496－ 42：01．3 3．3�
611 マッハモンルード 牝3栗 54 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482＋102：01．62 3．8�
714 ショウナンサルヴォ 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 486＋ 42：01．81� 4．7�
817 セカンドワルツ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋102：01．9� 360．2�
612 ロワンディシー 牡3鹿 56 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 448＋ 62：02．0クビ 30．9�
715 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 468＋ 42：02．1� 17．8	
816 エイシンイワトオシ 牡3芦 56 和田 竜二平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 470 ―2：02．31 30．2

36 ミルヒライス 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 492 ―2：02．51� 65．9�
48 ララアンドツイカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 480＋ 22：02．6� 83．8�
11 グリュレーヴ 牝3芦 54

52 △泉谷 楓真飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476± 0 〃 アタマ 13．2
24 テーオーターナー 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 502＋ 62：02．7クビ 16．4�
12 ルージュイデアル 牝3栗 54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 42：02．8� 26．3�
59 シ ブ コ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 松永 幹夫 新冠 有限会社 大
作ステーブル 420＋102：02．9� 128．3�

35 ラインポラリス 牡3鹿 56
53 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 472－ 22：03．0� 37．2�

713 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 470＋ 42：03．85 14．8�

23 シャインローリエ 牝3鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 412－ 42：04．12 350．6�
47 � ベルオロール 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 清水 久詞 米 Orpendale/Chel-

ston/Wynatt 448＋ 62：04．95 87．2�
818 サンデーアーサー 牡3黒鹿56 松山 弘平杉野 公彦氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 490＋182：05．43 26．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，603，700円 複勝： 60，651，700円 枠連： 15，978，100円
馬連： 61，589，300円 馬単： 24，964，000円 ワイド： 61，856，900円
3連複： 100，045，000円 3連単： 95，982，100円 計： 458，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 350円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 376037 的中 � 89790（1番人気）
複勝票数 計 606517 的中 � 130203（1番人気）� 119731（2番人気）� 95187（3番人気）
枠連票数 計 159781 的中 （5－6） 20343（3番人気）
馬連票数 計 615893 的中 �� 70553（1番人気）
馬単票数 計 249640 的中 �� 14273（1番人気）
ワイド票数 計 618569 的中 �� 64135（1番人気）�� 47131（2番人気）�� 42517（3番人気）
3連複票数 計1000450 的中 ��� 75510（1番人気）
3連単票数 計 959821 的中 ��� 16319（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．7―12．6―12．2―11．9―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．6―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．0―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

カレンルシェルブル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．3．13 阪神3着

2018．2．19生 牡3鹿 母 カレンケカリーナ 母母 センスオブアート 4戦1勝 賞金 8，470，000円
※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 クリノインスパイア号
（非抽選馬） 2頭 スカイドゥエラー号・モズトレジャー号



15005 6月5日 曇 良 （3中京4） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15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
1：33．1
1：32．3

良
良

22 クラウンドマジック 牡2黒鹿54 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 496 ―1：36．0 30．2�
811 ラクスバラディー 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 2．0�
710 スズカワールド 牡2黒鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 488 ―1：36．42 28．5�
67 ナインティゴット 牡2鹿 54 武 豊後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 476 ― 〃 クビ 4．5�
79 ジャズブルース 牡2青鹿54 団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 448 ―1：36．5� 52．9	
56 クロニクルノヴァ 牡2黒鹿54 柴山 雄一 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450 ―1：36．81� 28．2

11 ゴーウィズフェイス 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 440 ― 〃 � 13．1�
812 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 428 ―1：37．11� 189．9�
68 プレシャスソウル 牡2鹿 54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 444 ―1：37．2クビ 106．5
55 トーホウコマンド 牡2鹿 54

50 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 446 ―1：37．3� 162．9�
（トーホウラフレーズ）

44 セリノーフォス 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．62 4．1�
33 チャオベッラ 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 438 ―1：37．91� 42．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，661，000円 複勝： 55，594，300円 枠連： 8，487，800円
馬連： 58，759，400円 馬単： 33，853，400円 ワイド： 50，546，600円
3連複： 85，191，400円 3連単： 126，032，100円 計： 482，126，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 450円 � 110円 � 370円 枠 連（2－8） 2，830円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，660円 �� 650円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 84，130円

票 数

単勝票数 計 636610 的中 � 17869（7番人気）
複勝票数 計 555943 的中 � 21484（6番人気）� 207014（1番人気）� 27326（5番人気）
枠連票数 計 84878 的中 （2－8） 2320（11番人気）
馬連票数 計 587594 的中 �� 17700（8番人気）
馬単票数 計 338534 的中 �� 2769（25番人気）
ワイド票数 計 505466 的中 �� 14491（8番人気）�� 4643（23番人気）�� 20742（6番人気）
3連複票数 計 851914 的中 ��� 8103（22番人気）
3連単票数 計1260321 的中 ��� 1086（202番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．0―12．0―12．2―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―36．5―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

クラウンドマジック �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ヴィクトワールピサ 初出走

2019．3．21生 牡2黒鹿 母 クラウンドジャック 母母 ゴールデンジャック 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15006 6月5日 曇 良 （3中京4） 第1日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：06．7
1：06．5

良
良

45 アサケエース 牡4鹿 57
54 ▲小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 438± 01：08．8 3．1�

812� ペプチドルーカス 牡5鹿 57
56 ☆富田 暁沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 446＋ 4 〃 ハナ 3．2�

711 プラチナムレイアー 牡3芦 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 476－ 61：08．9クビ 5．8�
57 ウインドラブリーナ 牝4黒鹿55 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 414－ 21：09．0� 14．5�
56 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 518－ 41：09．1� 24．1�
44 フライングバレル 牝3鹿 52

49 ▲角田 大和 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B458＋ 6 〃 ハナ 27．2	
710 メイショウオニテ 牡5青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 81：09．2クビ 38．1

22 ノブフランクリン 牝4鹿 55 吉田 隼人前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 430－ 4 〃 � 15．5�
69 コパノキャッチング 牡3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 460＋ 61：09．4� 82．3�
813 ロイヤルヴィザージ 牝5鹿 55 中井 裕二 社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B466± 0 〃 アタマ 82．5�
68 � ローレルアイリス 牝4鹿 55 �島 良太 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 434＋ 2 〃 アタマ 20．6�
11 メイショウフンケイ 牡3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510± 0 〃 クビ 7．9�
33 エイシンバイエルン 牝4青鹿55 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 490＋281：09．5クビ 66．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，847，500円 複勝： 60，539，900円 枠連： 10，532，200円
馬連： 65，953，500円 馬単： 27，293，800円 ワイド： 59，225，200円
3連複： 98，682，300円 3連単： 109，523，200円 計： 470，597，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 230円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 388475 的中 � 97810（1番人気）
複勝票数 計 605399 的中 � 138926（1番人気）� 130562（2番人気）� 74810（3番人気）
枠連票数 計 105322 的中 （4－8） 16331（1番人気）
馬連票数 計 659535 的中 �� 93551（1番人気）
馬単票数 計 272938 的中 �� 19202（2番人気）
ワイド票数 計 592252 的中 �� 71709（1番人気）�� 40503（2番人気）�� 39472（3番人気）
3連複票数 計 986823 的中 ��� 67320（1番人気）
3連単票数 計1095232 的中 ��� 18954（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサケエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．6．30 中京4着

2017．3．18生 牡4鹿 母 エスジーナミ 母母 フェルメールブルー 21戦2勝 賞金 37，537，000円



15007 6月5日 曇 重 （3中京4） 第1日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

56 � メイショウアサヒ 牝4鹿 55 岩田 望来松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 B478± 01：51．7 4．2�
67 プラウドルック 牝3鹿 52 �島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：52．23 6．4�
44 バイオレットジンク 牝3青鹿52 和田 竜二�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 41：52．3クビ 18．9�
22 マテンロウルビー 牝3鹿 52

49 ▲小沢 大仁寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 ハナ 19．4�
11 ハイアーグレード 牝4栗 55 中井 裕二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B462＋101：52．51� 167．5	
811� メイショウブラボー 牝5青鹿 55

51 ★永島まなみ松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 456± 01：52．71� 80．8

79 ハイラブサンケイ 牝3栗 52 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 504± 01：52．8クビ 5．5�
33 ピクシーサンライズ 牝4鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B450± 01：52．9� 31．1�
812 ジョリーブレス 牝3鹿 52

50 △泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 442± 01：53．11� 5．0
68 ジョイフルダンサー 牝3鹿 52 池添 謙一大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 438－ 41：53．2� 3．9�
55 シャルマンシェリー 牝3鹿 52 田中 健 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか カタオカフアーム B470＋101：53．94 66．9�
710 ジャストマリッジ 牝5栗 55 森 裕太朗 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 422－ 81：54．96 15．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，700，300円 複勝： 59，704，200円 枠連： 11，147，400円
馬連： 72，763，900円 馬単： 28，302，500円 ワイド： 64，310，800円
3連複： 107，301，300円 3連単： 121，319，900円 計： 506，550，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 200円 � 490円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 470円 �� 790円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 24，880円

票 数

単勝票数 計 417003 的中 � 78608（2番人気）
複勝票数 計 597042 的中 � 134895（1番人気）� 75039（5番人気）� 23361（8番人気）
枠連票数 計 111474 的中 （5－6） 17740（1番人気）
馬連票数 計 727639 的中 �� 50154（3番人気）
馬単票数 計 283025 的中 �� 10286（5番人気）
ワイド票数 計 643108 的中 �� 38006（4番人気）�� 20856（10番人気）�� 6604（29番人気）
3連複票数 計1073013 的中 ��� 12099（24番人気）
3連単票数 計1213199 的中 ��� 3535（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．9―12．7―12．6―12．4―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
・（4，7）（2，6，8）（5，11）1（9，10）12，3・（4，7）（8，12）（2，6，11）（1，5）10（9，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウアサヒ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ

2017．4．29生 牝4鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 9戦1勝 賞金 12，500，000円
初出走 JRA

15008 6月5日 曇 良 （3中京4） 第1日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

48 プログノーシス 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 470－ 41：32．9 1．3�
11 アンドヴァラナウト 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438± 01：33．43 4．9�
713 ショウナンアレス 牡3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：33．5� 14．4�
714 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿52 松若 風馬大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456± 01：33．92� 73．5�
24 シャドウエリス 牝3鹿 52 藤岡 康太飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 442－101：34．0クビ 21．2�
23 ナイトオブレディ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �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 464＋ 21：34．42� 51．9	
36 タケルジャック 牡3青鹿54 松山 弘平森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 41：34．5� 21．8

47 エールヴィオレ 牝4栗 55

54 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 ハナ 300．7�
611 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 454＋ 21：34．81� 17．4
815 グルーヴビート 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464± 01：34．9� 109．6�
612 トーカイキング 牡3栗 54

51 ▲小沢 大仁田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 448＋ 6 〃 クビ 116．4�
12 ダンツガゼール 牝4青鹿55 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 472＋201：35．32� 107．7�
59 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± 01：35．51	 135．2�

510 チ カ リ ヨ ン 牝3鹿 52 武 豊松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：35．92 37．9�
35 テーオーダヴィンチ 牡3栗 54 西村 淳也小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 490－ 41：36．11� 139．1�
816 クラーロイメル 牝3青鹿 52

49 ★永島まなみケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 432－121：37．37 162．8�
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売 得 金
単勝： 52，511，300円 複勝： 196，430，800円 枠連： 17，418，600円
馬連： 82，350，300円 馬単： 54，153，600円 ワイド： 86，128，700円
3連複： 144，256，400円 3連単： 239，312，800円 計： 872，562，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－4） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 150円 �� 320円 �� 610円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 1，630円

票 数

単勝票数 計 525113 的中 � 301205（1番人気）
複勝票数 計1964308 的中 � 1477283（1番人気）� 158331（2番人気）� 65374（4番人気）
枠連票数 計 174186 的中 （1－4） 56568（1番人気）
馬連票数 計 823503 的中 �� 261429（1番人気）
馬単票数 計 541536 的中 �� 135467（1番人気）
ワイド票数 計 861287 的中 �� 190161（1番人気）�� 60909（3番人気）�� 27878（7番人気）
3連複票数 計1442564 的中 ��� 126086（1番人気）
3連単票数 計2393128 的中 ��� 106372（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．7―46．4―58．0―1：09．7―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

プログノーシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Observatory デビュー 2021．3．13 阪神1着

2018．5．15生 牡3鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 3戦2勝 賞金 22，248，000円
〔発走状況〕 アーニングフェイム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラーロイメル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5日まで平地競走

に出走できない。



15009 6月5日 曇 良 （3中京4） 第1日 第9競走 ��
��2，200�

いちのみや

一 宮 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

44 タイセイシリウス 牡4鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 492± 02：14．5 24．1�
77 セントオブゴールド 牡4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 22：14．6クビ 1．9�
33 メイショウテンモン 牡6栗 57 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B508＋ 6 〃 クビ 43．5�
55 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 438＋ 22：14．91� 26．1�
810 サイモンルモンド 	4栗 57 浜中 俊澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 444－ 6 〃 ハナ 22．0�
11 マ ス ラ オ 	7栗 57 幸 英明 	Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442－ 42：15．11� 12．4

66 アステロイドベルト 牡4鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：15．41
 2．2�
78 ブリーズスズカ 牡8青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476± 02：16．03� 126．5�
22 サンライズローリエ 牡6青鹿57 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 462＋ 62：16．1� 20．9
89 トウカイデュエル 牡4鹿 57 富田 暁内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム B458－ 22：17．16 54．7�
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売 得 金
単勝： 42，798，400円 複勝： 82，010，500円 枠連： 11，994，600円
馬連： 76，776，400円 馬単： 46，930，600円 ワイド： 56，164，900円
3連複： 121，858，400円 3連単： 263，514，200円 計： 702，048，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 630円 � 110円 � 880円 枠 連（4－7） 2，630円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 720円 �� 6，930円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 17，900円 3 連 単 ��� 132，670円

票 数

単勝票数 計 427984 的中 � 14195（6番人気）
複勝票数 計 820105 的中 � 16483（7番人気）� 446406（1番人気）� 11403（9番人気）
枠連票数 計 119946 的中 （4－7） 3527（10番人気）
馬連票数 計 767764 的中 �� 27970（8番人気）
馬単票数 計 469306 的中 �� 5072（19番人気）
ワイド票数 計 561649 的中 �� 21140（9番人気）�� 1982（36番人気）�� 12148（12番人気）
3連複票数 計1218584 的中 ��� 5105（43番人気）
3連単票数 計2635142 的中 ��� 1440（226番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．7―12．8―12．7―12．7―12．5―12．3―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．6―35．3―48．1―1：00．8―1：13．5―1：26．0―1：38．3―1：50．4―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイシリウス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．6 京都5着

2017．5．3生 牡4鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 14戦3勝 賞金 37，138，000円

15010 6月5日 曇 重 （3中京4） 第1日 第10競走 ��1，800�
まつかぜつき

松風月ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，2．6．6以降3．5．30まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝
利馬；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 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

35 マ リ オ 牡6鹿 54 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 504－ 61：50．5 7．5�
47 スズカゴウケツ 牡4鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478± 01：50．6� 9．4�
48 ロワマージュ 牡4鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：50．7� 30．6�
23 ラヴォアドゥース 牝4栃栗52 藤岡 康太�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：51．01� 19．2�
611 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 55 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 484＋ 6 〃 ハナ 3．3�

24 エ ス ト 牝5鹿 51 岡田 祥嗣大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 67．7	
12 エンダウメント 牡5黒鹿55 松若 風馬ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：51．21 7．3

612 サンライズセナ 牡6栗 54 富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B494＋ 81：51．51� 46．8�
36 スズカパンサー 牡4栗 55 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B466－ 41：51．6クビ 4．2�
815 サンレイファイト 牡5栗 55 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 464± 0 〃 ハナ 12．8
510� ア ヴ ァ ン セ �5鹿 55 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 476－141：52．02� 45．7�
11 シホノフォルテ �5鹿 55 松田 大作村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞	湖 レイクヴィラファーム 484－ 21：52．42 104．1�
713 スマートランウェイ 牝5芦 52 西村 淳也大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 杵臼牧場 B500－ 2 〃 クビ 48．0�
714 フクサンローズ 牝7鹿 52 亀田 温心小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458－101：52．82� 81．1�
59 チェルアルコ 牝4栗 53 
島 克駿吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 508－ 61：54．8大差 21．5�
816 プラチナヴォイス 牡7鹿 54 岩田 康誠本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 526＋142：00．9大差 31．7�
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売 得 金
単勝： 57，049，400円 複勝： 89，343，700円 枠連： 31，501，800円
馬連： 148，205，700円 馬単： 55，542，300円 ワイド： 127，051，300円
3連複： 240，011，200円 3連単： 249，120，500円 計： 997，825，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 320円 � 320円 � 520円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，870円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 29，670円 3 連 単 ��� 134，080円

票 数

単勝票数 計 570494 的中 � 60332（4番人気）
複勝票数 計 893437 的中 � 77039（4番人気）� 75540（5番人気）� 41867（7番人気）
枠連票数 計 315018 的中 （3－4） 20499（4番人気）
馬連票数 計1482057 的中 �� 30572（13番人気）
馬単票数 計 555423 的中 �� 5672（26番人気）
ワイド票数 計1270513 的中 �� 26556（13番人気）�� 11315（29番人気）�� 9520（36番人気）
3連複票数 計2400112 的中 ��� 6066（96番人気）
3連単票数 計2491205 的中 ��� 1347（418番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．3―12．3―12．1―12．2―12．5―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．8―48．1―1：00．2―1：12．4―1：24．9―1：37．7

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

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．3．7生 牡6鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 22戦4勝 賞金 61，647，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナヴォイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5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 エクスパートラン号

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 7日第 1競走）
〔その他〕　　ワインセラー号は，競走中に疾病〔右第１指節種子骨々折〕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。



15011 6月5日 曇 良 （3中京4） 第1日 第11競走
第74回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35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，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，2．6．6以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，2．6．5以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

33 � ユニコーンライオン 牡5黒鹿56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc 528－ 42：00．7 20．6�

68 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 448＋ 42：01．33	 24．1�
11 ブラストワンピース 牡6鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 548＋ 22：01．4
 8．1�
44 ペルシアンナイト 牡7黒鹿57 幸 英明�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 492－ 62：01．61 11．3�
45 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 532－ 4 〃 ハナ 162．6	
813 サンレイポケット 牡6黒鹿56 �島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472± 02：01．7	 3．7

57 サトノソルタス 牡6芦 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B494－12 〃 クビ 5．3�
711 クラージュゲリエ 牡5鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 8 〃 同着 7．5�
56 ブ ラ ヴ ァ ス 牡5鹿 56 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 9．1
22 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 474＋ 42：01．9
 88．0�
69 ヒンドゥタイムズ 牡5鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．0
 4．6�
710 ペプチドオーキッド 牡6鹿 56 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 486－ 82：02．63	 50．4�
812 アメリカズカップ 牡7黒鹿56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋ 42：03．23	 256．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 189，292，200円 複勝： 267，185，800円 枠連： 74，812，000円
馬連： 547，025，800円 馬単： 183，103，100円 ワイド： 406，302，600円
3連複： 997，419，500円 3連単： 1，156，429，600円 計： 3，821，570，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 680円 � 610円 � 430円 枠 連（3－6） 5，420円

馬 連 �� 18，420円 馬 単 �� 36，430円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 3，910円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 89，010円 3 連 単 ��� 635，640円

票 数

単勝票数 計1892922 的中 � 73324（8番人気）
複勝票数 計2671858 的中 � 100303（9番人気）� 114468（8番人気）� 169800（7番人気）
枠連票数 計 748120 的中 （3－6） 10679（20番人気）
馬連票数 計5470258 的中 �� 23003（41番人気）
馬単票数 計1831031 的中 �� 3769（82番人気）
ワイド票数 計4063026 的中 �� 28660（36番人気）�� 26844（38番人気）�� 23749（41番人気）
3連複票数 計9974195 的中 ��� 8404（153番人気）
3連単票数 計11564296 的中 ��� 1319（908番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―38．0―50．6―1：02．9―1：15．1―1：26．6―1：37．7―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ユニコーンライオン �
�
父 No Nay Never �

�
母父 High Chaparral デビュー 2019．1．27 京都1着

2016．1．29生 牡5黒鹿 母 Muravka 母母 Tabdea 18戦5勝 賞金 117，286，000円

15012 6月5日 曇 重 （3中京4） 第1日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

48 アオイツヤヒメ 牝5鹿 55
51 ★永島まなみ鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 482＋141：22．5 9．1�

24 テーオーポシブル �5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468± 01：23．24 13．8�
23 セイヴァリアント 牡5黒鹿57 吉田 隼人金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 508－101：23．3クビ 6．8�
816 メイショウオーギシ 牡4栗 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 494＋ 4 〃 クビ 19．3�
11 サクセスリボーン 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 504＋ 41：23．4クビ 25．2�
59 � 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 446－ 41：23．61� 10．3�
612 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿57 菱田 裕二加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 494－121：23．81� 19．9	
36 � 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 482＋ 2 〃 ハナ 4．0

35 ロードキング 牡8鹿 57 	島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B480－ 81：23．9
 22．2�
12 � スリーコーズクライ 牡4栗 57

55 △泉谷 楓真永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 476＋ 41：24．11 7．5
815 ランバージャック 牡7栗 57 幸 英明前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 81：24．2
 180．5�
714 シセイタケル 牡6栗 57 和田 竜二猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472－181：24．3
 30．6�
47 バナナボート 牡7栗 57

54 ▲松本 大輝田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 坂元 芳春 450－ 8 〃 クビ 171．8�
713 タガノハイライト 牝4青鹿55 団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋121：24．4
 6．5�
510 ネヴァタップアウト 牡4栗 57 西村 淳也西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 522－ 21：25．14 16．0�

（15頭）
611 フェアレストアイル 牝4鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 76，860，000円 複勝： 115，307，800円 枠連： 37，514，100円
馬連： 162，105，500円 馬単： 54，802，000円 ワイド： 148，966，400円
3連複： 270，883，700円 3連単： 265，295，300円 計： 1，131，734，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 380円 � 230円 枠 連（2－4） 2，350円

馬 連 �� 9，330円 馬 単 �� 16，750円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 1，250円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 105，440円

票 数

単勝票数 差引計 768600（返還計 4226） 的中 � 67432（5番人気）
複勝票数 差引計1153078（返還計 1908） 的中 � 90138（6番人気）� 73553（7番人気）� 145911（2番人気）
枠連票数 差引計 375141（返還計 71） 的中 （2－4） 12360（11番人気）
馬連票数 差引計1621055（返還計 9285） 的中 �� 13459（44番人気）
馬単票数 差引計 548020（返還計 4401） 的中 �� 2453（82番人気）
ワイド票数 差引計1489664（返還計 6120） 的中 �� 10687（52番人気）�� 30924（11番人気）�� 34025（8番人気）
3連複票数 差引計2708837（返還計 26578） 的中 ��� 11366（70番人気）
3連単票数 差引計2652953（返還計 35548） 的中 ��� 1824（413番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―10．9―11．4―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―33．8―45．2―57．2―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．3
3 8，9，10（1，2）13（6，16）（4，14，12）－（7，5）（15，3） 4 8，9（1，10）2，13（6，16）4（14，12）－7，5（15，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アオイツヤヒメ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2018．10．14 新潟5着

2016．2．23生 牝5鹿 母 ウエストローズ 母母 グーニグーフー 10戦3勝 賞金 26，100，000円
〔出走取消〕 フェアレストアイル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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） 2頭 レジリエンスブルー号・ロークアルルージュ号
（非抽選馬） 4頭 サンビショップ号・スラッシュメタル号・ドゥリトル号・ドラセナ号



（3中京4）第1日 6月5日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 172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

256，720，000円
8，210，000円
21，340，000円
1，470，000円
30，530，000円
72，962，000円
4，951，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
696，763，500円
1，137，530，300円
253，796，500円
1，432，960，200円
583，368，300円
1，214，277，100円
2，414，014，600円
2，906，241，800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 10，638，952，300円

総入場人員 2，656名 （有料入場人員 2，401名）
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