
13085 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 トランキリテ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋101：24．7 8．7�

510 ココシルフィード 牝3栗 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 木下牧場 442－ 61：25．33� 20．5�

714 セイバートゥース �3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B450＋ 2 〃 クビ 7．4�

23 リュッカクローナ 牡3鹿 56 秋山真一郎西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458± 01：25．51� 9．5�
11 ワンダーウィルク 牡3芦 56 吉田 隼人山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 506＋ 8 〃 クビ 2．0	
24 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好
氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 B444＋ 21：25．92� 9．0�
815 コブラクロー 牡3鹿 56 丸田 恭介山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 558± 01：26．32� 6．1�
47 メイショウオリジン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 468－ 21：26．4� 228．5
12 サンマルカーラ 牝3黒鹿54 �島 克駿相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 482－ 61：27．03� 157．9�
612 ホーリーインパクト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志ホシノレーシング 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 500± 01：27．21� 46．1�
35 ヴ ラ マ ン ク 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 470 ―1：27．83� 285．9�
59 ハマベノルンナ 牝3芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 カロッテファーム 432－ 41：28．22� 92．6�
36 キ ャ ロ ル �3黒鹿56 斎藤 新エムズレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B478－201：28．84 251．9�
611 シップウドトウ 牡3鹿 56 森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：29．43� 73．9�
713 マ ガ ー リ 牝3鹿 54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 日高 長谷川牧場 B478－121：29．82� 102．6�
816 メイショウウキグモ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452－ 81：30．43� 214．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，136，100円 複勝： 52，101，300円 枠連： 11，418，500円
馬連： 58，386，800円 馬単： 29，963，500円 ワイド： 61，585，600円
3連複： 94，190，000円 3連単： 109，284，200円 計： 455，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 440円 � 220円 枠 連（4－5） 3，760円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 890円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 9，920円 3 連 単 ��� 70，300円

票 数

単勝票数 計 381361 的中 � 34863（4番人気）
複勝票数 計 521013 的中 � 49170（4番人気）� 27130（7番人気）� 70759（2番人気）
枠連票数 計 114185 的中 （4－5） 2351（16番人気）
馬連票数 計 583868 的中 �� 6869（22番人気）
馬単票数 計 299635 的中 �� 2014（38番人気）
ワイド票数 計 615856 的中 �� 7964（20番人気）�� 19434（10番人気）�� 10285（17番人気）
3連複票数 計 941900 的中 ��� 7117（32番人気）
3連単票数 計1092842 的中 ��� 1127（220番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―12．0―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．7―46．7―59．0―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（10，14，15）7（13，16）（8，9，12）（3，4，6）（1，2）＝5－11 4 ・（10，14，15）－7－（8，12）16，3，4（13，9，6）（1，2）＝5＝11

勝馬の
紹 介

トランキリテ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．2．27 阪神4着

2019．3．29生 牡3鹿 母 シ ャ ル ー ル 母母 グレイトフィーヴァー 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 キャロル号は，3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〕 シップウドトウ号・マガーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月29日ま

で平地競走に出走できない。
メイショウウキグモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月29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〕 マガーリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29日まで平地競走に出走できない。

13086 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

46 テーオーサンドニ 牡3鹿 56 �島 克駿小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 470± 01：53．4 1．1�
35 ミステリーボックス �3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B494± 0 〃 クビ 14．7�
713� モズブーナー 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC B478± 01：53．93 20．8�

23 ポジティブガール 牝3栗 54 酒井 学平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B456＋ 81：54．21� 77．8�
611 ダイナミックリュウ 牡3栗 56 古川 吉洋�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 486＋ 41：55．05 94．9	
814 ワンダースピアー 牡3栗 56 藤岡 康太山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 B496－ 81：55．42	 323．6

58 ヤマニンモノポリー 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 498± 0 〃 クビ 268．9�
610 キタサンガイセン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 502± 01：56．25 119．1�
59 スーパーショット 牡3栗 56 国分 優作ロイヤルパーク 岡田 稲男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462－ 41：56．72	 158．7
34 キージュピター 牡3鹿 56 柴山 雄一北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 B482－ 4 〃 	 27．4�
22 � リタリエイション 牡3栗 56 坂井 瑠星 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 The Honorina

Partnership 468± 01：56．91 7．2�
11 ビービーアルカイコ 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 クラック・ステーブル B462－ 41：57．0クビ 64．1�
47 ウイングクレバー 牡3黒鹿56 斎藤 新池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 杵臼斉藤牧場 504＋ 4 〃 ハナ 89．9�
815 アスターモノゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 456－ 6 〃 同着 21．3�
712 ソルベローズ 牝3栗 54 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 新冠 村上牧場 504－ 21：57．32 337．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，967，800円 複勝： 136，442，200円 枠連： 10，581，800円
馬連： 41，699，700円 馬単： 31，942，500円 ワイド： 52，121，800円
3連複： 68，283，800円 3連単： 126，557，200円 計： 503，596，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 150円 � 280円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 359678 的中 � 241003（1番人気）
複勝票数 計1364422 的中 � 1114367（1番人気）� 58239（3番人気）� 21981（6番人気）
枠連票数 計 105818 的中 （3－4） 25665（1番人気）
馬連票数 計 416997 的中 �� 67641（2番人気）
馬単票数 計 319425 的中 �� 46239（2番人気）
ワイド票数 計 521218 的中 �� 78406（1番人気）�� 27049（5番人気）�� 7152（17番人気）
3連複票数 計 682838 的中 ��� 26745（7番人気）
3連単票数 計1265572 的中 ��� 23076（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．8―13．1―12．3―12．7―12．9―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．4―49．5―1：01．8―1：14．5―1：27．4―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーサンドニ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Pivotal デビュー 2021．10．2 中京5着

2019．5．8生 牡3鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 9戦1勝 賞金 13，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 スーパーショット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29日まで平地競走に出走でき

ない。
※ポジティブガール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第８日



13087 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

12 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 442± 01：11．7 4．4�
612 プレミアムベリー 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440－ 21：12．23 31．7�
23 ルクスレガート 牝3芦 54

51 ▲川端 海翼�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 428± 01：12．3� 132．5�
35 メ ル シ ー 牝3青鹿54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 418＋ 21：12．4� 9．7�
59 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 4 〃 ハナ 5．4�
815 ルクスディオン 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 444＋10 〃 ハナ 7．5	
36 クインズジュピタ 牝3芦 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 隆栄牧場 472± 01：12．5クビ 2．3

816 テイエムハニーダン 牝3黒鹿54 藤岡 康太竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 514＋ 61：13．35 30．2�
611 コイビトミサキ 牝3栗 54 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 412－161：13．61� 351．0�
47 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太松本 好氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 444± 01：13．7� 373．0�
11 ニホンピロクレール 牝3芦 54 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454－ 61：14．01� 219．0�
510 シェヴロンケリー 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 426－ 4 〃 クビ 17．8�
713 ジョードルチェ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 436－ 81：14．21 543．5�
714 ナ ヴ ァ イ オ 牝3栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 430－ 21：14．3クビ 471．6�
48 シルバーペコ 牝3黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 462－101：14．72� 38．7�
24 スナークルーヴル 牝3鹿 54 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 434－ 61：15．76 66．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，794，700円 複勝： 53，690，900円 枠連： 12，220，500円
馬連： 57，715，300円 馬単： 25，629，000円 ワイド： 66，388，500円
3連複： 87，676，700円 3連単： 93，483，700円 計： 435，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 540円 � 2，260円 枠 連（1－6） 6，360円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 7，770円 �� 22，320円

3 連 複 ��� 172，140円 3 連 単 ��� 445，890円

票 数

単勝票数 計 387947 的中 � 69709（2番人気）
複勝票数 計 536909 的中 � 69290（3番人気）� 24980（7番人気）� 5334（11番人気）
枠連票数 計 122205 的中 （1－6） 1487（17番人気）
馬連票数 計 577153 的中 �� 7780（19番人気）
馬単票数 計 256290 的中 �� 2326（29番人気）
ワイド票数 計 663885 的中 �� 8431（23番人気）�� 2332（43番人気）�� 807（62番人気）
3連複票数 計 876767 的中 ��� 382（167番人気）
3連単票数 計 934837 的中 ��� 152（662番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―12．2―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 2，5（3，12）（8，9，15）（1，16）11（6，7）4（10，14）－13 4 2（3，5）12（8，9，15）（1，16）（6，11）（4，7）10－14，13

勝馬の
紹 介

ミ ロ ワ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．28 阪神2着

2019．2．25生 牝3鹿 母 オルトリンデ 母母 オスティエンセ 5戦1勝 賞金 8，780，000円
〔3走成績による出走制限〕 シェヴロンケリー号・ジョードルチェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29日まで平

地競走に出走できない。

13088 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

24 ポ ー カ ー 牡3黒鹿56 �島 克駿石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 450－ 21：35．1 4．1�
47 スコールユニバンス 牝3鹿 54 坂井 瑠星亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 クビ 1．8�
36 アパショナード 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト
クラブ 428－10 〃 クビ 398．1�

35 ビレッジスター 牡3黒鹿56 藤岡 康太吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 21：35．3� 12．1�

816 アンブロジアーナ 牝3黒鹿 54
51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408± 01：35．62 28．9�
23 イスラグランデ 牡3鹿 56 国分 恭介 �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 534＋ 6 〃 ハナ 8．8	
612 サンライズアムール 牡3栗 56 酒井 学
ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 494－12 〃 クビ 8．4�
59 ミエノアラジン 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：35．81 289．8�
611 ミ ス オ タ ワ 牝3栗 54 加藤 祥太高田 博氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 466－ 81：36．11� 13．0
12 アイビーテーラー 牡3黒鹿56 丸田 恭介中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 412－ 4 〃 アタマ 196．9�
48 マルノユズキ 牝3黒鹿54 秋山真一郎丸山 隆雄氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 494＋ 2 〃 ハナ 423．6�
11 ウインマリアンヌ 牝3鹿 54 松若 風馬
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 442－ 41：36．2� 101．6�
510 プレイテシア 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 420＋121：36．72� 302．1�
713 テイケイアンジェ 牝3鹿 54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 482 ―1：36．8� 132．8�
714 ポスキアーヴォ 牝3栗 54 斎藤 新会田 浩史氏 高橋 康之 日高 奥山 博 400－ 41：36．9� 421．1�
815 ル イ ナ ー ル 牝3青鹿54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 日高 アイズスタッド株式会社 460－ 21：38．610 466．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，639，600円 複勝： 103，955，700円 枠連： 14，287，700円
馬連： 58，154，000円 馬単： 35，520，200円 ワイド： 62，643，000円
3連複： 85，846，900円 3連単： 139，882，600円 計： 544，929，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 3，330円 枠 連（2－4） 240円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 190円 �� 16，670円 �� 6，820円

3 連 複 ��� 22，270円 3 連 単 ��� 100，910円

票 数

単勝票数 計 446396 的中 � 85530（2番人気）
複勝票数 計1039557 的中 � 115621（2番人気）� 644085（1番人気）� 2272（13番人気）
枠連票数 計 142877 的中 （2－4） 45996（1番人気）
馬連票数 計 581540 的中 �� 129466（1番人気）
馬単票数 計 355202 的中 �� 28818（2番人気）
ワイド票数 計 626430 的中 �� 109914（1番人気）�� 862（53番人気）�� 2119（34番人気）
3連複票数 計 858469 的中 ��� 2890（45番人気）
3連単票数 計1398826 的中 ��� 1005（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．4―36．3―48．1―1：00．1―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ ー カ ー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．10．17 阪神4着

2019．6．1生 牡3黒鹿 母 シルバーチャリス 母母 Silver Lane 3戦1勝 賞金 7，600，000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。
（非抽選馬） 2頭 グアナバラ号・ティグル号



13089 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

35 アルファヒディ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋202：01．8 1．8�
11 ラウルピドゥ 牡3栗 56 �島 克駿 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 466± 02：02．12 4．8�
611 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 444± 02：02．2クビ 9．0�
815 アスクビックスター 牡3鹿 56 吉田 隼人廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 486＋ 62：02．31 4．3�
48 プラウドリネージュ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 420＋ 62：02．51 168．6	
23 ム ガ 牝3黒鹿54 古川 吉洋村田 博司氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 452－ 8 〃 ハナ 68．7

612� ヒャッカリョウラン 牝3鹿 54 藤岡 康太�キーファーズ 友道 康夫 愛 Coolmore 446＋102：02．82 13．2�
713 クリノセキトバ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 430－ 12：03．01� 113．4�

47 ニシオルッカ 牝3鹿 54 太宰 啓介三宅 勝俊氏 高橋 亮 新ひだか 武 牧場 452＋102：03．21� 77．6
816 タガノテフテフ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430＋ 62：03．3� 66．3�

510 ベリーナブルー 牝3栗 54 斎藤 新�三嶋牧場 長谷川浩大 日高 木村牧場 430－102：03．4クビ 230．6�
36 ヴ ァ ハ マ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁辻 高史氏 小林 真也 新ひだか 沖田 博志 458－ 62：03．71� 55．4�
12 エムズジャガー 牡3黒鹿56 酒井 学柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 478－ 4 〃 クビ 350．0�
59 スマートキャノン 牡3栗 56

53 ▲大久保友雅大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 B466－122：03．91� 369．3�
714 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56 中井 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 472± 0 〃 ハナ 330．5�
24 � シゲルハヤブサ 牡3鹿 56 森 裕太朗森中 蕃氏 橋田 満 愛 Andrew

Rosen B510－122：08．2大差 229．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，587，400円 複勝： 46，458，900円 枠連： 13，077，400円
馬連： 57，498，100円 馬単： 31，052，900円 ワイド： 60，261，400円
3連複： 92，866，400円 3連単： 133，128，900円 計： 477，931，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 460円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 435874 的中 � 186914（1番人気）
複勝票数 計 464589 的中 � 149097（1番人気）� 78526（2番人気）� 52814（4番人気）
枠連票数 計 130774 的中 （1－3） 21181（2番人気）
馬連票数 計 574981 的中 �� 119987（1番人気）
馬単票数 計 310529 的中 �� 40225（1番人気）
ワイド票数 計 602614 的中 �� 82713（1番人気）�� 43768（4番人気）�� 32475（5番人気）
3連複票数 計 928664 的中 ��� 79204（2番人気）
3連単票数 計1331289 的中 ��� 29558（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．0―12．8―12．5―12．1―12．0―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．7―49．5―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルファヒディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2021．10．24 阪神5着

2019．4．2生 牡3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハヤブサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月29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〕 ベリーナブルー号・ヴァハマ号・スマートキャノン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月

29日まで平地競走に出走できない。

13090 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

46 ド ラ イ ゼ 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490－ 21：52．1 5．0�
610� ジャスパーグレイト 牡3芦 56 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 466＋ 81：52．31� 3．8�
815 サパテアール 牡3青鹿56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B512± 01：52．51� 46．3�
47 マリオロード 牡3鹿 56 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 474± 01：52．6� 9．2�
713 ブラジリアンソング 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B498＋ 2 〃 アタマ 19．9	
22 ビーアイオラクル 牡3鹿 56 国分 恭介礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 476－ 21：52．91� 89．7

35 バックスクリーン 牡3栗 56 柴山 雄一 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 526＋201：53．0クビ 18．9�
11 � ボブズヤアンクル 牡3鹿 56 	島 克駿ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

524－121：53．32 6．6�
712 パトリオットラン 牡3鹿 56 斎藤 新岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 526＋ 81：53．61� 91．5
814 ジョーコモド 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 486－ 41：53．7� 18．1�
34 マイネルサハラ 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 468＋ 21：55．08 89．3�
23 サザンステート 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 464－ 8 〃 クビ 27．9�
58 インベルシオン 牡3鹿 56 酒井 学前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B526± 01：55．31� 17．4�
59 ドンフクリン 牡3栗 56 丸田 恭介山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452－ 21：57．010 227．9�
611 ラインオブソウル 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 486－12 （競走中止） 4．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，956，800円 複勝： 72，093，000円 枠連： 20，033，700円
馬連： 80，155，600円 馬単： 31，116，500円 ワイド： 92，497，000円
3連複： 133，004，500円 3連単： 124，213，300円 計： 604，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 180円 � 920円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 4，720円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 29，900円 3 連 単 ��� 116，340円

票 数

単勝票数 計 509568 的中 � 80641（3番人気）
複勝票数 計 720930 的中 � 95899（3番人気）� 127890（1番人気）� 15169（11番人気）
枠連票数 計 200337 的中 （4－6） 30714（1番人気）
馬連票数 計 801556 的中 �� 22596（12番人気）
馬単票数 計 311165 的中 �� 4621（22番人気）
ワイド票数 計 924970 的中 �� 20838（13番人気）�� 5276（42番人気）�� 9531（32番人気）
3連複票数 計1330045 的中 ��� 3336（97番人気）
3連単票数 計1242133 的中 ��� 774（426番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．1―12．8―12．2―12．3―12．4―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．0―49．8―1：02．0―1：14．3―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3

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

・（12，13）10（5，9）（2，3）8，1，7，4（6，14）15・（12，13）（5，10）7（2，1）（6，3）（15，4，8）－（9，14）
勝馬の
紹 介

ド ラ イ ゼ �
�
父 Gun Runner �

�
母父 Seattle Fitz デビュー 2022．3．27 中京1着

2019．1．17生 牝3栗 母 ジュリエットシアトル 母母 Giulie－Halo 2戦2勝 賞金 12，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 ラインオブソウル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※ボブズヤアンクル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13091 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

11 ナ ム ラ ボ ス 牡5鹿 57 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 484－ 41：10．8 1．7�
812� メイショウミツヤス 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 486－ 61：11．44 15．4�
813 ヒロノクイーン 牝4黒鹿 55

53 △小沢 大仁サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 462－ 21：12．46 7．0�
33 レッドフランカー 牡4黒鹿57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：12．61� 24．9�
56 シゲルキンセイ 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット B494＋ 41：12．7クビ 14．7	
69 キクノロージズ 牝7芦 55 高倉 稜菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 488＋ 21：12．8� 34．9

710 メルテッドハニー 牝5黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 400－ 2 〃 アタマ 59．3�
22 セピアノーツ 牝4芦 55 柴山 雄一谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 484＋ 41：12．9� 24．8�
44 カズカポレイ 牡4鹿 57 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 490－ 8 〃 アタマ 4．3
711 ミヤコシスター 牝5鹿 55

52 ▲川端 海翼若草クラブ 中村 直也 むかわ 真壁 信一 B482－ 21：13．43 56．1�
57 � ヴィクトリーナイト 牡5芦 57 荻野 琢真田畑 富子氏 牧田 和弥 新冠 中本牧場 452－23 〃 ハナ 221．8�
68 � サンアントニオ 	5鹿 57 酒井 学椎名 節氏 庄野 靖志 浦河 中神牧場 480＋ 61：14．35 31．6�
45 ジュノエスク 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 452± 01：14．62 150．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，319，500円 複勝： 48，627，300円 枠連： 12，803，500円
馬連： 61，218，100円 馬単： 35，279，300円 ワイド： 64，554，500円
3連複： 105，371，900円 3連単： 137，108，900円 計： 503，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 330円 � 170円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 720円 �� 270円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 11，000円

票 数

単勝票数 計 383195 的中 � 170863（1番人気）
複勝票数 計 486273 的中 � 181892（1番人気）� 23079（5番人気）� 63669（3番人気）
枠連票数 計 128035 的中 （1－8） 21057（1番人気）
馬連票数 計 612181 的中 �� 26375（5番人気）
馬単票数 計 352793 的中 �� 10611（7番人気）
ワイド票数 計 645545 的中 �� 22936（6番人気）�� 74191（2番人気）�� 11389（16番人気）
3連複票数 計1053719 的中 ��� 25150（8番人気）
3連単票数 計1371089 的中 ��� 9035（31番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．2―11．7―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．2―45．9―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．6
3 2（1，11）－12，8，13，3，10，9，5（4，7）－6 4 2，1，11－12－8，13（3，10）9（5，4，7）－6

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ボ ス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2019．6．16 阪神7着

2017．3．18生 牡5鹿 母 ナ ム ラ ネ ネ 母母 ロサンジェラ 26戦2勝 賞金 38，139，000円

13092 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B492－ 21：20．0 26．0�
712 サ ル ビ ア 牝4栗 55 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478＋201：20．31� 4．2�
57 メイショウベッピン 牝5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490＋ 21：20．4クビ 11．7�
33 タマモダイジョッキ 牡4栗 57

54 ▲角田 大河タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476＋12 〃 クビ 5．4�
58 クリノオウジャ 牡6鹿 57 	島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B444± 01：20．6� 13．3�
711 フォルステライト 牝5黒鹿55 丸田 恭介 	サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 40．8

610 アサケエース 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 440－ 2 〃 アタマ 14．6�
45 アンジュミニョン 牝6鹿 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466－ 6 〃 クビ 3．8�
34 ムーンライト 牝5青 55 柴山 雄一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 474－ 61：20．7クビ 15．0
814 ペールエール 牡5栗 57 斎藤 新林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：20．8� 20．0�
46 アオイカツマ 牡4鹿 57

53 ★古川 奈穂新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 41：21．22 29．2�
11 
 アルディテッツァ 牡6鹿 57 松若 風馬�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504± 01：21．3� 12．1�
813 ルーチェデラヴィタ 牝5鹿 55 坂井 瑠星安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 462－ 61：22．36 52．6�
69 タイセイグラシア 牝4黒鹿55 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454－ 21：22．83 41．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，516，800円 複勝： 63，823，700円 枠連： 16，959，000円
馬連： 79，365，200円 馬単： 32，314，400円 ワイド： 83，878，100円
3連複： 126，513，600円 3連単： 126，665，000円 計： 573，035，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 560円 � 220円 � 360円 枠 連（2－7） 7，000円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 14，670円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 3，540円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 25，720円 3 連 単 ��� 225，070円

票 数

単勝票数 計 435168 的中 � 13370（10番人気）
複勝票数 計 638237 的中 � 26412（9番人気）� 85937（3番人気）� 44648（5番人気）
枠連票数 計 169590 的中 （2－7） 1877（26番人気）
馬連票数 計 793652 的中 �� 8820（27番人気）
馬単票数 計 323144 的中 �� 1651（55番人気）
ワイド票数 計 838781 的中 �� 10456（27番人気）�� 6398（42番人気）�� 15635（15番人気）
3連複票数 計1265136 的中 ��� 3689（92番人気）
3連単票数 計1266650 的中 ��� 408（732番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．6―11．1―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．3―32．9―44．0―55．6―1：07．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 ・（1，9）（5，13）－12－2，3－（4，6，14）11，7，8，10 4 ・（1，9）（5，13）12－（2，3）－14（4，6）－（11，7）10，8

勝馬の
紹 介

エ ピ ロ ー グ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．8．12 札幌6着

2016．1．20生 牝6鹿 母 ル イ ー ズ 母母 ベツレヘムスター 33戦3勝 賞金 44，790，000円
［他本会外：1戦0勝］



13093 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第9競走 ��1，900�
こ う ら ん け い

香 嵐 渓 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

66 ゲンパチハマジ 牡4栗 57 �島 克駿平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 512－ 41：59．0 4．1�
33 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518－ 61：59．42� 11．2�
44 ダッシュダクラウン �4青鹿57 酒井 学星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B454＋ 4 〃 アタマ 3．4�
89 	 サハラヴァンクール 牡4鹿 57 藤岡 康太首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 474－ 41：59．5� 7．3�
22 ワセダハーツ 牡4栗 57 松若 風馬大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 ハナ 20．4�
55 キ ゾ ク 牡4栗 57 国分 恭介西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 498＋ 41：59．6クビ 15．6	
11 オ ー マ オ 牡6栗 57 小崎 綾也吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 460± 02：00．13� 67．7

88 メイショウコジョウ 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 468＋ 22：00．2
 2．8�
77 ゴールデンライオン 牡6鹿 57 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514－ 42：01．37 48．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，482，300円 複勝： 48，612，400円 枠連： 11，995，400円
馬連： 77，253，500円 馬単： 36，071，700円 ワイド： 66，103，200円
3連複： 116，748，300円 3連単： 184，289，500円 計： 588，556，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 250円 � 150円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 640円 �� 360円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 11，910円

票 数

単勝票数 計 474823 的中 � 91405（3番人気）
複勝票数 計 486124 的中 � 66063（4番人気）� 42092（5番人気）� 96266（2番人気）
枠連票数 計 119954 的中 （3－6） 5312（9番人気）
馬連票数 計 772535 的中 �� 30347（10番人気）
馬単票数 計 360717 的中 �� 7597（16番人気）
ワイド票数 計 661032 的中 �� 27248（9番人気）�� 52978（2番人気）�� 29109（8番人気）
3連複票数 計1167483 的中 ��� 48868（7番人気）
3連単票数 計1842895 的中 ��� 11211（42番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．6―32．0―45．5―58．0―1：10．4―1：22．9―1：35．2―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチハマジ 
�
父 ダ ン カ ー ク 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．10 中京3着

2018．4．19生 牡4栗 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 8戦3勝 賞金 32，552，000円

13094 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

あづちじょう

安土城ステークス（Ｌ）
発走15時15分 （芝・左）
4歳以上，3．5．29以降4．5．22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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：19．2
1：19．0

良
良

11 エントシャイデン 牡7芦 56 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482 1：19．4 13．8�

816 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 506－ 21：19．61� 6．8�
36 ルプリュフォール �6鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 アタマ 8．2�
612 リレーションシップ 牡5鹿 55 酒井 学吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 5．5�
48 スマートリアン 牝5鹿 53 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：19．8	 3．6�
611 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 
島 克駿 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－ 61：20．11	 3．9	
818 ウ ー リ リ 牡6鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B490－ 4 〃 クビ 81．7

35 アイラブテーラー 牝6黒鹿54 丸田 恭介中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 466＋121：20．2� 32．6�
510 ヴィジュネル 牡4青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：20．3� 19．8
12 ハッピーアワー 牡6鹿 53 長岡 禎仁髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 450－ 41：20．51 90．1�
23 キ ョ ウ ヘ イ 牡8鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B444± 0 〃 ハナ 126．7�
24 メイショウケイメイ 牝6鹿 51 藤懸 貴志松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434＋ 4 〃 クビ 158．5�
714 ガ ゼ ボ 牡7青 54 小沢 大仁吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B538－ 4 〃 ハナ 118．0�
715 ザイツィンガー 牡6芦 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428－ 4 〃 ハナ 105．3�
47 ヴェスターヴァルト �5鹿 55 小崎 綾也 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466－ 41：20．7	 54．6�
817� ショックアクション 牡4鹿 55 斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 498－ 21：20．8� 45．0�
713 レインボーフラッグ 牡9鹿 53 荻野 琢真 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460± 01：20．9� 141．1�
59 ダノンチェイサー 牡6鹿 56 古川 吉洋�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：21．0	 69．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，546，200円 複勝： 101，476，700円 枠連： 42，105，200円
馬連： 199，865，500円 馬単： 67，157，400円 ワイド： 163，169，800円
3連複： 320，495，100円 3連単： 312，078，400円 計： 1，283，894，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 450円 � 220円 � 270円 枠 連（1－8） 3，370円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 12，090円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 2，170円 �� 960円

3 連 複 ��� 13，740円 3 連 単 ��� 92，380円

票 数

単勝票数 計 775462 的中 � 44817（6番人気）
複勝票数 計1014767 的中 � 52436（6番人気）� 134579（4番人気）� 97766（5番人気）
枠連票数 計 421052 的中 （1－8） 9658（13番人気）
馬連票数 計1998655 的中 �� 27751（16番人気）
馬単票数 計 671574 的中 �� 4165（37番人気）
ワイド票数 計1631698 的中 �� 23920（16番人気）�� 20229（20番人気）�� 47296（10番人気）
3連複票数 計3204951 的中 ��� 17488（42番人気）
3連単票数 計3120784 的中 ��� 2449（258番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．2―11．1―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．9―45．1―56．2―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．26 新潟1着

2015．4．21生 牡7芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 39戦6勝 賞金 156，015，000円
［他本会外：4戦0勝］

〔発走状況〕 ガゼボ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻4分遅延。

１レース目 ４レース目



13095 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ゆ り

白百合ステークス（Ｌ）
発走16時05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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

77 フェーングロッテン 牡3鹿 56 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B470－ 81：59．8 30．3�
44 ヴェローナシチー 牡3芦 57 酒井 学 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 498－ 22：00．01	 1．9�
33 アーティット 牡3鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474± 02：00．42
 3．9�
55 フォースクエア 牡3栗 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：00．51 10．1�
22 ア サ ヒ 牡3黒鹿56 �島 克駿 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504± 02：01．24 3．0	
11 タマモエース 牡3栗 56 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 456－ 22：02．37 77．0

66 � ピースファイン 牡3栗 56 高倉 稜中平 和宏氏 森 秀行 米 KatieRich

Farms 468± 02：03．57 142．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 81，023，800円 複勝： 42，929，900円 枠連： 発売なし
馬連： 93，888，500円 馬単： 65，531，200円 ワイド： 55，434，700円
3連複： 106，646，700円 3連単： 385，627，300円 計： 831，082，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 660円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 650円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 810238 的中 � 21372（5番人気）
複勝票数 計 429299 的中 � 16963（5番人気）� 162945（1番人気）
馬連票数 計 938885 的中 �� 52350（5番人気）
馬単票数 計 655312 的中 �� 8058（16番人気）
ワイド票数 計 554347 的中 �� 26657（7番人気）�� 19345（8番人気）�� 107106（2番人気）
3連複票数 計1066467 的中 ��� 66656（4番人気）
3連単票数 計3856273 的中 ��� 20361（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―36．1―48．4―1：00．6―1：12．9―1：25．1―1：36．4―1：47．9

コーナー
通過順位

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

2
4
7＝2（3，5）4－1，6
7－2（3，5，4）－1－6

勝馬の
紹 介

フェーングロッテン �

父 ブラックタイド �


母父 キングヘイロー デビュー 2021．9．5 小倉3着

2019．5．15生 牡3鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 7戦2勝 賞金 31，687，000円

13096 5月29日 晴 良 （4中京3） 第8日 第12競走 ��1，200�
す ざ く

朱雀ステークス
発走16時40分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，3．5．29以降4．5．22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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

36 オパールシャルム 牝5栗 53 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 466－161：08．1 6．0�
59 ビ ア イ 牝5青鹿52 川須 栄彦副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B504－ 2 〃 ハナ 51．6�
47 ジョニーズララバイ 牡6鹿 55 太宰 啓介金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－101：08．2クビ 33．3�
23 カヌメラビーチ 牡6芦 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B478－ 6 〃 クビ 9．7�
12 フォイアーロート 牡4青鹿54 松若 風馬吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 13．9�
11 � ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿54 斎藤 新 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 468± 01：08．3� 7．5	
816 マ リ ー ナ 牝4青鹿53 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 8 〃 ハナ 4．3

714 オースミカテドラル 牡6鹿 54 秋山真一郎�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460－ 61：08．4� 20．0�
611 テーオーマルクス 牡5鹿 55 藤懸 貴志小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 B496± 0 〃 アタマ 12．8�
510 サトノファビュラス 牝5鹿 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 426＋10 〃 アタマ 7．3
35 ダノンシティ 牡6鹿 56 �島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 482－121：08．6	 18．3�
815 ディモールト 牡5黒鹿54 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B504－ 4 〃 ハナ 14．4�
612 トーセンリスト 牝6栗 54 小沢 大仁島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 460－ 41：08．7� 17．7�
48 エレヴァート 牝5黒鹿52 角田 大河�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 450＋ 4 〃 アタマ 53．3�
713 メイショウハナモリ 牡6黒鹿54 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 安平 
橋本牧場 B514－101：09．01	 48．2�
24 ナンヨーアミーコ �9栗 54 柴山 雄一中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 21：09．21� 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，372，200円 複勝： 96，502，200円 枠連： 42，062，900円
馬連： 178，187，600円 馬単： 62，737，100円 ワイド： 164，256，600円
3連複： 311，888，100円 3連単： 312，110，400円 計： 1，243，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 280円 � 990円 � 660円 枠 連（3－5） 1，540円

馬 連 �� 14，400円 馬 単 �� 22，240円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 3，470円 �� 11，240円

3 連 複 ��� 76，090円 3 連 単 ��� 339，250円

票 数

単勝票数 計 753722 的中 � 100177（2番人気）
複勝票数 計 965022 的中 � 106032（3番人気）� 23264（13番人気）� 36178（12番人気）
枠連票数 計 420629 的中 （3－5） 21117（7番人気）
馬連票数 計1781876 的中 �� 9589（57番人気）
馬単票数 計 627371 的中 �� 2115（91番人気）
ワイド票数 計1642566 的中 �� 9601（56番人気）�� 13073（42番人気）�� 3979（96番人気）
3連複票数 計3118881 的中 ��� 3074（256番人気）
3連単票数 計3121104 的中 ��� 667（1207番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．7―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―32．9―44．2―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．2
3 ・（6，11）9（2，16）（5，8，10，12）13（3，15）7－（1，14）－4 4 6，11，9（2，16）（10，12）5（8，13）3（7，15）（1，14）－4

勝馬の
紹 介

オパールシャルム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．1．26 小倉3着

2017．4．13生 牝5栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 23戦4勝 賞金 82，965，000円
※出走取消馬 ワンスカイ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



（4中京3）第8日 5月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 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

248，880，000円
30，340，000円
1，680，000円
30，120，000円
75，377，000円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
615，343，200円
866，714，200円
207，545，600円
1，043，387，900円
484，315，700円
992，894，200円
1，649，532，000円
2，184，429，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，044，162，200円

総入場人員 5，497名 （有料入場人員 5，184名）



令和4年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，222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

1，978，430，000円
44，100，000円
225，620，000円
12，610，000円
245，010，000円
541，566，000円
35，126，500円
11，731，200円

勝馬投票券売得金
4，675，858，900円
6，464，762，400円
1，489，389，500円
8，335，696，400円
3，719，563，300円
6，991，662，600円
13，321，054，900円
17，724，460，400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 62，722，448，400円

総入場延人員 35，517名 （有料入場延人員 33，151名）
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