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15013 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第1競走 ��3，330�障害3歳以上オープン
発走9時50分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：37．4良

88 スズカフロンティア 牡8鹿 60 森 一馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448± 03：39．3 6．2�
55 シャンボールナイト �7青鹿60 上野 翔 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464－ 83：39．83 20．4�
33 テイエムタツマキ 牡4青鹿60 難波 剛健竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 500＋ 23：40．01� 7．4�
44 マイネルパラディ �8芦 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 484＋ 63：40．42� 15．5�
11 � ペ ガ ー ズ 牡8鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 492－ 23：40．5� 3．9�
77 メイショウジザイ 牡6鹿 60 石神 深一松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 522＋ 63：40．71 3．5	
22 サトノパシュート 牡5黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482＋ 63：41．01	 4．1

89 バーンスター 牡6鹿 60 黒岩 悠�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 498＋ 43：41．64 73．6�
66 メイショウギガース 牡8青鹿60 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 488± 03：49．7大差 20．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，659，600円 複勝： 25，665，100円 枠連： 6，466，900円
馬連： 39，083，700円 馬単： 20，222，100円 ワイド： 30，457，600円
3連複： 65，371，500円 3連単： 95，189，900円 計： 304，116，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 490円 � 290円 枠 連（5－8） 3，560円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 810円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 55，290円

票 数

単勝票数 計 216596 的中 � 27935（4番人気）
複勝票数 計 256651 的中 � 42474（4番人気）� 11553（7番人気）� 22034（5番人気）
枠連票数 計 64669 的中 （5－8） 1404（16番人気）
馬連票数 計 390837 的中 �� 6535（18番人気）
馬単票数 計 202221 的中 �� 2122（29番人気）
ワイド票数 計 304576 的中 �� 5546（19番人気）�� 10040（11番人気）�� 4013（24番人気）
3連複票数 計 653715 的中 ��� 4559（36番人気）
3連単票数 計 951899 的中 ��� 1248（192番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．6－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフロンティア 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．27生 牡8鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 障害：5戦2勝 賞金 27，800，000円

15014 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：47．6
1：47．6

重
重

45 フォーランマリア 牝3鹿 54 酒井 学 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 400－ 81：54．9 7．0�
22 ソフィアコール 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈髙瀬 正志氏 小崎 憲 浦河 上山牧場 418－ 61：55．11� 19．3�
57 アルファカリーナ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426± 01：55．2クビ 2．0�
46 テーオーティラミス 牝3鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 454－ 81：55．41� 23．1�
813 スマートグランデ 牝3鹿 54 和田 竜二大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 B484＋ 21：55．51 3．7�
711 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 荻野 極 	東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム B472－ 21：56．24 67．0

69 ウォーターメーヴェ 牝3栗 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 508＋ 61：56．62� 97．8�
58 ラティツィア 牝3芦 54

52 △松本 大輝	ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 41：56．7クビ 44．3�

814 タ マ テ バ コ 牝3青鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 480± 01：56．8� 14．1
11 メイショウホオベニ 牝3青鹿 54

51 ▲大久保友雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 B442－ 21：57．22� 174．4�
33 ヤマニンフルリール 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 466＋ 81：58．26 256．8�
34 スズカアーム 牝3鹿 54 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 476－10 〃 ハナ 17．5�
712 スージーテイラー 牝3青鹿54 西村 淳也 DMMドリームクラブ	 奥村 豊 千歳 社台ファーム 440＋101：58．83� 59．1�
610 ゴールドウィッチ 牝3栗 54 松山 弘平牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 434 ―2：01．9大差 18．3�
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売 得 金
単勝： 38，626，300円 複勝： 56，890，800円 枠連： 12，650，400円
馬連： 61，174，800円 馬単： 32，507，000円 ワイド： 66，268，100円
3連複： 106，898，900円 3連単： 135，988，000円 計： 511，004，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 430円 � 110円 枠 連（2－4） 4，470円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 13，150円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 320円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 45，530円

票 数

単勝票数 計 386263 的中 � 43616（3番人気）
複勝票数 計 568908 的中 � 80896（3番人気）� 20081（8番人気）� 200192（1番人気）
枠連票数 計 126504 的中 （2－4） 2190（14番人気）
馬連票数 計 611748 的中 �� 7001（19番人気）
馬単票数 計 325070 的中 �� 1853（37番人気）
ワイド票数 計 662681 的中 �� 9143（19番人気）�� 60536（2番人気）�� 15721（11番人気）
3連複票数 計1068989 的中 ��� 17217（12番人気）
3連単票数 計1359880 的中 ��� 2165（132番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．3―12．6―12．4―12．5―12．9―13．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．7―50．3―1：02．7―1：15．2―1：28．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．7
1
3
・（7，13）14，1，4（2，8）（3，5）12（6，11）－9＝10・（7，13，14）－4（5，2）1－8，6，3－（9，11）12＝10

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

勝馬の
紹 介

フォーランマリア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2021．12．26 阪神12着

2019．3．23生 牝3鹿 母 グランディフローラ 母母 フローラルカーヴ 4戦1勝 賞金 7，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドウィッチ号は，「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〕 スージーテイラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走でき
ない。

第４回 中京競馬 第２日



15015 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第3競走 1，900�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 5，200，000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
1：54．7
1：53．7

重
不良

68 アスクビックスター 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 480－ 62：00．9 3．6�

57 リリーアロー 牡3鹿 56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B498＋ 62：01．53� 5．6�
69 ペルマナント 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 02：01．6� 3．3�
33 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56

54 △松本 大輝加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 448－ 2 〃 クビ 185．6�
44 テイエムアルプス 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 B470－102：01．91� 50．6�
710 ファイブジー 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 斉藤 崇史 浦河 桑田牧場 462± 02：02．01 101．8	
11 サルサディーバ 牝3栗 54 和田 竜二吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 498 ―2：02．85 116．3

45 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 B484＋ 2 〃 アタマ 39．9�
813 テーオークレール 牡3鹿 56 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 22：03．01� 3．8�
812 ウォータージオード 牡3鹿 56 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 486＋ 62：03．31� 7．1
22 ビービーアルカイコ 牡3黒鹿56 藤岡 康太坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 クラック・ステーブル 460－ 22：03．93� 160．1�
56 ナヴィゲイター 牡3栗 56

53 ▲角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 新ひだか 木下牧場 438± 02：05．07 310．1�

711 シャンパンドバイ 牡3鹿 56 富田 暁福盛 訓之氏 高橋 義忠 浦河 丸村村下
ファーム 470－142：05．21� 45．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，761，900円 複勝： 53，693，200円 枠連： 14，662，100円
馬連： 60，406，300円 馬単： 29，780，700円 ワイド： 56，646，200円
3連複： 96，120，700円 3連単： 118，199，700円 計： 467，270，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 550円 �� 460円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 377619 的中 � 81925（2番人気）
複勝票数 計 536932 的中 � 87238（4番人気）� 89103（3番人気）� 104213（2番人気）
枠連票数 計 146621 的中 （5－6） 19448（2番人気）
馬連票数 計 604063 的中 �� 33095（8番人気）
馬単票数 計 297807 的中 �� 9957（13番人気）
ワイド票数 計 566462 的中 �� 24851（9番人気）�� 30906（7番人気）�� 49193（2番人気）
3連複票数 計 961207 的中 ��� 42535（7番人気）
3連単票数 計1181997 的中 ��� 10840（31番人気）

ハロンタイム 7．7―10．9―11．7―13．2―13．3―12．4―12．5―13．0―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．7―18．6―30．3―43．5―56．8―1：09．2―1：21．7―1：34．7―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビックスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Galileo デビュー 2022．5．15 東京4着

2019．3．29生 牡3鹿 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 3戦1勝 賞金 6，760，000円
〔制裁〕 アスクビックスター号の騎手古川奈穂は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
〔3走成績による出走制限〕 ナヴィゲイター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走できな

い。

15016 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時20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

12 ウイングスオブラヴ �3鹿 56 秋山真一郎太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458± 01：25．2 122．7�
36 サンライズタイタン 牡3栗 56 和田 竜二�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B516－ 4 〃 ハナ 8．4�
510 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 460－ 21：25．3� 26．6�
612 イーストリバー �3鹿 56

52 ★今村 聖奈三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 41：25．61� 11．7�
815 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462－ 21：25．8� 4．0�
47 ワンダーブレット �3鹿 56 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 506＋ 81：25．9� 4．6	
11 � ヒーセドシーセド 牝3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 坂口 智康 米 Sun Valley

Farm 534＋ 41：26．1� 44．6

59 クラウンスター �3黒鹿56 中井 裕二田島 政光氏 飯田 雄三 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 61：26．31 89．1�
714 オースミミライ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 488－ 4 〃 クビ 12．7�
35 オ グ ロ 牡3栗 56 斎藤 新幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 474－ 21：26．4クビ 274．0
48 ブ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 小崎 綾也土田 重実氏 中村 直也 新ひだか 土田農場 428－ 21：27．04 288．4�
816 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 	島 克駿辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 61：27．1クビ 4．5�
24 レッドバンディエラ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大和 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：27．63 210．2�
611 シャランガーナ 牡3栗 56

53 ▲大久保友雅�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 B486± 01：27．71 6．2�
23 セレステイブランコ �3栗 56 西村 淳也 �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 496－101：28．23 30．4�
713 クレスコペガサス 牡3芦 56 	島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 434＋ 41：28．83� 446．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，478，800円 複勝： 68，402，900円 枠連： 18，183，600円
馬連： 77，148，200円 馬単： 32，511，900円 ワイド： 77，494，700円
3連複： 128，595，500円 3連単： 131，844，900円 計： 577，660，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，270円 複 勝 � 3，020円 � 290円 � 680円 枠 連（1－3） 8，440円

馬 連 �� 56，400円 馬 単 �� 108，850円

ワ イ ド �� 11，590円 �� 26，100円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 384，240円 3 連 単 ��� 2，987，110円

票 数

単勝票数 計 434788 的中 � 2834（12番人気）
複勝票数 計 684029 的中 � 5246（12番人気）� 73591（5番人気）� 25526（8番人気）
枠連票数 計 181836 的中 （1－3） 1669（23番人気）
馬連票数 計 771482 的中 �� 1060（59番人気）
馬単票数 計 325119 的中 �� 224（122番人気）
ワイド票数 計 774947 的中 �� 1720（55番人気）�� 761（79番人気）�� 5863（35番人気）
3連複票数 計1285955 的中 ��� 251（287番人気）
3連単票数 計1318449 的中 ��� 32（1830番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．2―12．3―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．7―59．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングスオブラヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．17 東京15着

2019．3．20生 �3鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 オグロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走できない。



15017 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時10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
1：20．9
1：20．1

良
良

33 ジョウショーホープ 牡2鹿 54 藤岡 康太熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 454 ―1：22．3 11．2�
55 メイクザビート 牡2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 490 ―1：22．51 4．8�
44 � マ ニ バ ド ラ 牡2栗 54

52 △松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Corser Thor-
oughbreds LLC 490 ―1：22．6� 2．6�

88 ナゲットモンスター 牡2鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 516 ―1：22．91� 2．7�
77 プライスレス 牝2鹿 54 川須 栄彦 �カタオカファーム加用 正 新ひだか カタオカフアーム 450 ―1：24．17 62．6�
66 ラガープリンセス 牝2鹿 54 �島 克駿奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 396 ―1：24．2クビ 37．7	
11 ヘイローグラン 牡2栗 54

51 ▲角田 大河林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 434 ―1：24．94 29．4

89 メイショウカゼマチ 牡2鹿 54

52 △角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 422 ―1：25．0� 66．4�
22 モズマスターピース 牡2鹿 54 斎藤 新 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 480 ―1：25．21 16．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 62，145，900円 複勝： 44，022，900円 枠連： 8，183，300円
馬連： 63，596，900円 馬単： 35，679，000円 ワイド： 47，922，100円
3連複： 86，545，000円 3連単： 148，324，100円 計： 496，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 200円 � 160円 � 140円 枠 連（3－5） 2，130円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 580円 �� 450円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 621459 的中 � 46761（4番人気）
複勝票数 計 440229 的中 � 46680（4番人気）� 67379（3番人気）� 100153（2番人気）
枠連票数 計 81833 的中 （3－5） 2966（7番人気）
馬連票数 計 635969 的中 �� 21269（7番人気）
馬単票数 計 356790 的中 �� 5340（16番人気）
ワイド票数 計 479221 的中 �� 19402（7番人気）�� 26304（5番人気）�� 50900（3番人気）
3連複票数 計 865450 的中 ��� 54972（3番人気）
3連単票数 計1483241 的中 ��� 7530（46番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．5―11．5―11．4―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．5―47．0―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 ・（4，5）（3，8）（6，9）1（2，7） 4 4（3，5，8）－（1，6，9）7，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジョウショーホープ �
�
父 ミッキーロケット �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2020．3．9生 牡2鹿 母 スターフォーユー 母母 ホシノキンカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15018 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時40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

35 レディズビーク 牝3青鹿 54
50 ★今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436± 01：34．1 6．2�

47 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：34．2クビ 5．4�
23 キングロコマイカイ 牡3黒鹿56 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B484± 01：34．41� 7．2�
714 トーホウオリオン 牡3鹿 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 472＋ 2 〃 クビ 77．9�
510 エイシングリュック 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482 ―1：34．5クビ 27．8�
611 スマートドラフト 牝3鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 432－ 4 〃 クビ 3．9	
11 ダンディジョー 牡3栗 56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 日高 増尾牧場 468 ―1：34．71� 68．7

816 ロードアライアンス 牡3青鹿 56

54 △角田 大和 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 41：34．9� 80．8�
59 ティーフォートゥー 牝3栗 54 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：35．0� 66．0�
24 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 4 〃 アタマ 25．5
36 グルアガッハ 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋121：35．21 2．7�
12 メイショウヒメサマ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 478－ 61：35．52 114．0�
48 ヌーシャテル 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 404－181：35．6クビ 351．5�
612 ク ラ ト ス 	3鹿 56 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 高橋 義忠 日高 藤本 直弘 418 ―1：36．45 252．8�
713 ギ ン ト ア カ 牡3鹿 56 川島 信二木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 472 ―1：36．71� 307．2�
815 ウイングボルドー 牝3鹿 54 中井 裕二池田 實氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 490 ―1：39．1大差 254．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，040，500円 複勝： 67，792，900円 枠連： 17，119，400円
馬連： 77，664，000円 馬単： 34，309，200円 ワイド： 72，752，600円
3連複： 119，330，500円 3連単： 133，232，300円 計： 575，241，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 150円 � 210円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 420円 �� 700円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 530405 的中 � 68011（4番人気）
複勝票数 計 677929 的中 � 93436（4番人気）� 137683（2番人気）� 72834（5番人気）
枠連票数 計 171194 的中 （3－4） 24087（2番人気）
馬連票数 計 776640 的中 �� 49998（6番人気）
馬単票数 計 343092 的中 �� 11843（9番人気）
ワイド票数 計 727526 的中 �� 46476（4番人気）�� 25919（9番人気）�� 28992（8番人気）
3連複票数 計1193305 的中 ��� 40285（7番人気）
3連単票数 計1332323 的中 ��� 8505（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．5―11．9―11．7―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．5―58．4―1：10．1―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レディズビーク �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2021．11．21 阪神4着

2019．5．9生 牝3青鹿 母 レディホークフィールド 母母 Hoity Toity 5戦1勝 賞金 9，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウイングボルドー号は，「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。
（非抽選馬） 1頭 グアナバラ号



15019 6月5日 晴 良 （4中京4） 第2日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：47．6
1：47．6

重
重

79 ヘラルドバローズ 牡3鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 490＋ 21：52．7 1．5�
811 メイショウカゲカツ 牡3芦 54 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 496－ 41：53．23 6．8�
67 エクセスリターン 牡3栗 54 富田 暁今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 534－ 4 〃 アタマ 11．6�
68 ダノンフォーナイン 牡3青鹿54 吉田 隼人�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 502－ 41：54．05 9．0�
56 エアフォースワン 牡3鹿 54 古川 吉洋藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 458± 01：54．21� 79．2�
812 ゼウスバイオ 牡3栗 54 秋山真一郎バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 492＋ 41：54．51	 41．6	
710 モズミツボシ 牡3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 530＋ 4 〃 クビ 18．3

11 ダノンアーリー 牡3鹿 54 横山 典弘�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B454－ 81：55．35 9．1�
55 バ イ ス 
4鹿 57

54 ▲服部 寿希ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B494＋ 6 〃 クビ 48．0�
33 タマモエイトビート 牡3鹿 54 松田 大作タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 520－ 4 〃 アタマ 133．3
22 シグネチャーセル 牡4鹿 57 �島 克駿前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494－ 41：55．4クビ 47．5�
44 コウエイキズナ 牡3鹿 54 西村 淳也伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 492－111：55．82	 101．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，373，900円 複勝： 105，829，800円 枠連： 16，031，100円
馬連： 78，594，000円 馬単： 47，745，200円 ワイド： 79，933，100円
3連複： 129，841，500円 3連単： 205，605，200円 計： 717，953，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 543739 的中 � 281921（1番人気）
複勝票数 計1058298 的中 � 554512（1番人気）� 120216（2番人気）� 71481（5番人気）
枠連票数 計 160311 的中 （7－8） 32047（2番人気）
馬連票数 計 785940 的中 �� 148356（1番人気）
馬単票数 計 477452 的中 �� 72053（1番人気）
ワイド票数 計 799331 的中 �� 130789（1番人気）�� 59977（3番人気）�� 26878（7番人気）
3連複票数 計1298415 的中 ��� 96035（1番人気）
3連単票数 計2056052 的中 ��� 57142（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．7―12．9―12．5―12．2―12．1―11．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．7―50．6―1：03．1―1：15．3―1：27．4―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘラルドバローズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Arch デビュー 2021．9．12 中京2着

2019．4．23生 牡3鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 6戦2勝 賞金 29，336，000円

15020 6月5日 曇 良 （4中京4） 第2日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

712 モズリッキー 牡3鹿 54 松山 弘平 �キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 458－ 61：23．9 3．9�
611 ヒロノシュン �3芦 54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 488± 01：24．43 6．7�
23 フォーチュンテラー 牡3青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 8 〃 クビ 3．6�
47 テイエムファルコン 牡5栗 57 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 502± 01：24．5� 8．6�
713 タイセイエピソード 牡3栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：24．71 56．0�
58 キングズソード 牡3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 498± 0 〃 クビ 5．4	

22 � タガノトランキーロ 牡5鹿 57
54 ▲角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 41：24．8� 13．2

46 � ロードドミニオン �5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 6 〃 ハナ 59．9�
35 � モラトリアム 牝4鹿 55 富田 暁安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 434＋161：24．9� 272．5�
59 ジャズブルース 牡3青鹿 54

52 △松本 大輝 シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 456＋ 41：25．0� 138．5�
814 イマジンヨウコ 牝4鹿 55 松田 大作薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B462＋ 21：25．1クビ 126．3�
11 � ライズンシャイン 牝4栗 55 国分 優作下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B484＋ 41：25．2� 129．3�
610 ボ マ イ ェ 牡6鹿 57

55 △角田 大和 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532± 01：25．3� 40．2�

34 パーサヴィアランス 牡3鹿 54
52 △小沢 大仁馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B446± 01：25．51� 79．5�

815 リ ン ド ラ ゴ 牡3黒鹿54 吉田 隼人 シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 476＋ 41：26．56 9．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 58，078，400円 複勝： 82，108，200円 枠連： 22，933，300円
馬連： 115，509，000円 馬単： 40，187，000円 ワイド： 100，398，000円
3連複： 179，210，300円 3連単： 178，351，300円 計： 776，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 190円 � 130円 枠 連（6－7） 1，230円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 760円 �� 340円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 580784 的中 � 117412（2番人気）
複勝票数 計 821082 的中 � 142364（2番人気）� 94018（4番人気）� 181993（1番人気）
枠連票数 計 229333 的中 （6－7） 14359（6番人気）
馬連票数 計1155090 的中 �� 44056（8番人気）
馬単票数 計 401870 的中 �� 8246（14番人気）
ワイド票数 計1003980 的中 �� 31092（10番人気）�� 79631（1番人気）�� 65106（3番人気）
3連複票数 計1792103 的中 ��� 60266（4番人気）
3連単票数 計1783513 的中 ��� 9047（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．0―47．1―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズリッキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．2．20 阪神2着

2019．3．27生 牡3鹿 母 テアトロレアル 母母 ナイトアットオペラ 4戦2勝 賞金 17，400，000円



15021 6月5日 曇 良 （4中京4） 第2日 第9競走 ��
��2，200�

いちのみや

一 宮 特 別
発走14時15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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

77 ボルドグフーシュ 牡3栗 53 松山 弘平 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 490＋ 62：11．6 1．2�
22 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 22：11．92 6．8�
11 ダディーズトリップ 牡6青 57 菱田 裕二田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 454－ 22：12．22 25．1�
55 メタルスパーク �5芦 57 柴山 雄一ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 82：12．73 36．4�
44 サ ル マ ン 牡4芦 57 斎藤 新吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 502－ 62：13．12	 17．3	
66 ロワンディシー 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 454＋ 4 〃 ハナ 7．8

33 エレヴァルアスール 牡6黒鹿57 富田 暁�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B506－ 82：13．2	 47．0�
88 タイセイコマンド 牡4鹿 57 
島 克駿田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B482－102：13．83	 55．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，559，200円 複勝： 153，264，200円 枠連： 発売なし
馬連： 65，796，600円 馬単： 51，923，000円 ワイド： 55，882，700円
3連複： 103，882，000円 3連単： 302，871，100円 計： 782，178，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 485592 的中 � 315302（1番人気）
複勝票数 計1532642 的中 � 1237134（1番人気）� 74059（3番人気）� 37151（5番人気）
馬連票数 計 657966 的中 �� 145614（2番人気）
馬単票数 計 519230 的中 �� 93784（2番人気）
ワイド票数 計 558827 的中 �� 97924（2番人気）�� 40459（3番人気）�� 11601（14番人気）
3連複票数 計1038820 的中 ��� 64560（5番人気）
3連単票数 計3028711 的中 ��� 77810（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―12．6―12．1―12．2―11．8―11．7―11．5―11．8―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．5
1
3
2，4－3，1（5，6）－7＝8
2，4（1，3）（5，6）7－8

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

勝馬の
紹 介

ボルドグフーシュ 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 Layman デビュー 2021．10．9 阪神6着

2019．3．23生 牡3栗 母 ボルドグザグ 母母 Belga Wood 7戦3勝 賞金 46，920，000円

15022 6月5日 曇 良 （4中京4） 第2日 第10競走 ��
��2，000�

たかやま

高山ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上
57�，牝馬2�減

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

610 イクスプロージョン 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B470－ 21：59．7 3．9�
35 ストリクトコード 牝5黒鹿55 富田 暁�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460＋ 82：00．01� 11．2�
59 ホウオウエクレール 牡5鹿 57 松若 風馬小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 6 〃 アタマ 14．3�
23 セファーラジエル 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 ハナ 9．9�
46 メイショウボサツ 牡5青鹿57 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 478＋ 4 〃 アタマ 17．8	
11 ゴールドスミス 	8黒鹿57 
島 克駿ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 22：00．31� 56．3

47 ニホンピロタイズ 牡4青鹿57 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 504－ 4 〃 クビ 4．2�
58 ラインハイト 牡5黒鹿57 西村 淳也 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 アタマ 68．0�
712 ミトノマルーン 牡6黒鹿57 松田 大作ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 B486－ 22：00．4クビ 35．0
713 ジョウショームード 牡6黒鹿57 古川 吉洋熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 438－ 62：00．5� 244．3�
814 プライムフェイズ 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 4．7�
611 ドンアルゴス 牡7黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－162：00．81� 72．6�
22 アステロイドベルト 	5鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B488＋102：01．12 7．7�
34 ヴィクターバローズ 	5鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 464－ 22：02．69 56．1�
815 メイショウテンモン 牡7栗 57 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506－ 42：02．7� 103．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，655，800円 複勝： 97，644，100円 枠連： 30，348，000円
馬連： 165，997，000円 馬単： 60，375，800円 ワイド： 128，202，800円
3連複： 256，541，000円 3連単： 275，659，700円 計： 1，080，424，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 290円 � 350円 枠 連（3－6） 1，490円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 710円 �� 860円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 25，640円

票 数

単勝票数 計 656558 的中 � 132673（1番人気）
複勝票数 計 976441 的中 � 178785（1番人気）� 81736（5番人気）� 63065（7番人気）
枠連票数 計 303480 的中 （3－6） 15772（8番人気）
馬連票数 計1659970 的中 �� 74510（4番人気）
馬単票数 計 603758 的中 �� 14331（8番人気）
ワイド票数 計1282028 的中 �� 47474（5番人気）�� 38453（10番人気）�� 17962（24番人気）
3連複票数 計2565410 的中 ��� 32424（19番人気）
3連単票数 計2756597 的中 ��� 7794（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―36．2―48．8―1：00．7―1：12．5―1：24．4―1：35．9―1：47．4

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

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

勝馬の
紹 介

イクスプロージョン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．28 阪神7着

2018．3．4生 牡4鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 15戦4勝 賞金 70，632，000円

２レース目



15023 6月5日 曇 良 （4中京4） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

まつかぜつき

松風月ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
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，�：3歳
52�4歳以上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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

23 	 オーロラテソーロ 牡5栗 57 
島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &

Spendthift Farm 502＋ 61：10．2 4．8�
612 ノンライセンス 牝6黒鹿55 松田 大作黒川 暁子氏 松永 幹夫 平取 船越 伸也 478＋10 〃 クビ 48．8�
713 チェーンオブラブ 牝5栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 1：10．3� 4．2�
35 ロードラズライト �7青鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム B456－ 21：10．51 72．5�
815 ボイラーハウス 牡4鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 500± 01：10．71 4．1�
47 ヒデノヴィーナス 牝6栗 55 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 464＋101：10．8� 11．6	
12 レシプロケイト 牡6栗 57 藤岡 康太ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 4 〃 ハナ 7．6

510 アーバンイェーガー 牡8黒鹿56 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 514－ 4 〃 クビ 36．4�
36 シャイニーブランコ 牡6芦 56 菱田 裕二小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 456＋ 21：11．01� 20．8�
11 メイショウミライ 牡7栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 502＋10 〃 ハナ 25．1
816 オヌシナニモノ 牡5鹿 56 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 476－ 8 〃 ハナ 12．5�
611 スナークダヴィンチ 牡5鹿 56 吉田 隼人杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 492＋ 6 〃 ハナ 16．8�
59 コパノマーキュリー 牡5鹿 56 斎藤 新小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 498－101：11．2� 115．8�
24 ロジペルレスト �7栗 56 泉谷 楓真久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 504－121：11．3� 194．3�
48 イ メ ル 牡6黒鹿56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 490－ 81：11．4クビ 34．4�
714 ロードエース 牡7鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502－ 21：12．03� 53．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，404，900円 複勝： 142，141，700円 枠連： 59，716，900円
馬連： 297，473，100円 馬単： 101，597，400円 ワイド： 226，105，700円
3連複： 520，945，600円 3連単： 527，477，900円 計： 1，975，863，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 870円 � 190円 枠 連（2－6） 2，100円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 14，050円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 530円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 85，820円

票 数

単勝票数 計1004049 的中 � 166210（3番人気）
複勝票数 計1421417 的中 � 225563（1番人気）� 31799（13番人気）� 218890（3番人気）
枠連票数 計 597169 的中 （2－6） 21976（11番人気）
馬連票数 計2974731 的中 �� 29481（24番人気）
馬単票数 計1015974 的中 �� 5421（52番人気）
ワイド票数 計2261057 的中 �� 20433（31番人気）�� 119150（2番人気）�� 17393（39番人気）
3連複票数 計5209456 的中 ��� 32326（33番人気）
3連単票数 計5274779 的中 ��� 4456（276番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 7，3，14（12，16）5（9，13）（1，8，15）2（4，11）（6，10） 4 7－3（12，16，14）5（9，13）（1，8，15）（4，2）（6，11）10

勝馬の
紹 介

	オーロラテソーロ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Not For Love デビュー 2019．6．23 東京4着

2017．3．29生 牡5栗 母 For Passion 母母 Short Time 27戦6勝 賞金 128，445，000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。
（非抽選馬） 3頭 エレナアヴァンティ号・サダムスキャット号・スナークスター号

15024 6月5日 曇 良 （4中京4） 第2日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：32．3
1：30．3

良
良

11 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿54 �島 克駿土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 494－ 21：34．8 6．3�
78 マテンロウスカイ 牡3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 1．5�
44 メイショウイヌワシ 牡3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 458－ 21：35．22� 15．4�
22 オラヴェリタス 牡3黒鹿 54

52 △角田 大和杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B498± 0 〃 ハナ 36．1�
77 カズカポレイ 牡4鹿 57 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B494＋ 4 〃 クビ 66．1�
55 バリコノユメ 牝4栗 55 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 476± 01：35．41� 13．8�
66 ハッピーオーサム 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 ハナ 9．4	
89 アルマフォルト 牡5黒鹿57 古川 吉洋名古屋友豊
 木原 一良 安平 ノーザンファーム 492－ 21：36．03� 135．5�
33 クァンタムレルム 牝4栗 55 松山 弘平ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 21：36．21� 6．2�
810	 ア ザ ル 牝4栗 55

54 ☆泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B434＋ 81：36．3
 111．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 106，199，000円 複勝： 133，817，600円 枠連： 25，903，100円
馬連： 162，781，500円 馬単： 99，645，300円 ワイド： 142，040，100円
3連複： 246，175，200円 3連単： 548，517，000円 計： 1，465，078，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 140円 � 110円 � 230円 枠 連（1－7） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 190円 �� 690円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計1061990 的中 � 133738（3番人気）
複勝票数 計1338176 的中 � 174457（2番人気）� 648890（1番人気）� 75810（6番人気）
枠連票数 計 259031 的中 （1－7） 50398（1番人気）
馬連票数 計1627815 的中 �� 317205（1番人気）
馬単票数 計 996453 的中 �� 52962（6番人気）
ワイド票数 計1420401 的中 �� 228030（1番人気）�� 44614（10番人気）�� 86946（5番人気）
3連複票数 計2461752 的中 ��� 136695（5番人気）
3連単票数 計5485170 的中 ��� 46689（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．1―49．3―1：01．3―1：12．5―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンサルバム �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2022．1．30 小倉2着

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 6戦2勝 賞金 19，480，000円

４レース目



（4中京4）第2日 6月5日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

228，210，000円
13，640，000円
19，740，000円
1，340，000円
28，380，000円
68，833，000円
4，738，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
689，984，200円
1，031，273，400円
232，198，100円
1，265，225，100円
586，483，600円
1，084，103，700円
2，039，457，700円
2，801，261，100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 9，729，986，900円

総入場人員 4，443名 （有料入場人員 4，145名）
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