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12001 5月8日 晴 稍重 （3中京3） 第1日 第1競走 ��1，800�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 5，100，000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

814� キャリアリズム 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-
gree LLC 504± 01：52．2 1．4�

46 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 464＋ 41：53．37 4．4�
712 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 462－ 61：54．36 70．4�
610 メイショウカークス 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 416＋101：54．94 13．6�
22 トリニタリアニズム 牡3栗 56 西村 淳也吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 21：55．43 82．1�
33 � モズロータスランド 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米

Dixiana Farms
LLC & Tapit
Syndicate

504 ― 〃 クビ 15．0	
711 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 466－ 21：55．82� 11．2

57 クリノスパークル 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 446± 01：56．11� 287．7�
813 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 462± 01：56．31� 68．2�
45 � ジャスパーメジャー 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁加藤 和夫氏 森 秀行 米
William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

502± 01：56．51� 57．0
69 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452＋ 21：56．7� 24．0�
11 ピエナパプリカ 牡3栗 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 B448－ 41：58．19 141．9�
58 ライズンシャイン 牝3栗 54

53 ☆富田 暁�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 494＋ 41：59．05 177．2�
34 アオイマジェスティ 牝3栗 54 松若 風馬鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 市川フアーム 484＋ 62：01．0大差 220．1�
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売 得 金
単勝： 29，889，700円 複勝： 139，955，000円 枠連： 10，209，900円
馬連： 47，257，800円 馬単： 30，208，300円 ワイド： 48，740，100円
3連複： 83，195，300円 3連単： 119，930，100円 計： 509，386，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 490円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，130円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 298897 的中 � 162184（1番人気）
複勝票数 計1399550 的中 � 1098869（1番人気）� 87265（2番人気）� 12822（8番人気）
枠連票数 計 102099 的中 （4－8） 23807（1番人気）
馬連票数 計 472578 的中 �� 111507（1番人気）
馬単票数 計 302083 的中 �� 42288（1番人気）
ワイド票数 計 487401 的中 �� 83083（1番人気）�� 9500（13番人気）�� 5956（19番人気）
3連複票数 計 831953 的中 ��� 19469（11番人気）
3連単票数 計1199301 的中 ��� 11969（24番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．2―12．8―12．0―12．6―13．0―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．8―49．6―1：01．6―1：14．2―1：27．2―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キャリアリズム �
�
父 Upstart �

�
母父 Out of Place デビュー 2021．1．30 中京2着

2018．2．18生 牡3鹿 母 Out of Goodbyes 母母 Dixie Says Goodbye 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ナムラハカ号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番・5番）

キャリアリズム号の騎手福永祐一は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・4番）
〔その他〕 ライズンシャイン号は，発走後まもなく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。

アオイマジェスティ号は，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〕 ピエナパプリカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8日まで平地競走

に出走できない。

12002 5月8日 晴 稍重 （3中京3） 第1日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 エイシンギアアップ 牡3黒鹿56 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 506＋ 21：24．5 1．5�
815 リーベサンライズ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 432－221：25．03 110．0�
47 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 434－ 81：25．32 26．1�
714 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 456－ 21：25．4� 9．0�
11 ラ ン デ ィ ス 牝3栗 54 浜中 俊藤田 好紀氏 畑端 省吾 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484＋ 41：25．5� 17．8�
12 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56 柴山 雄一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 500－ 81：25．61 61．5	
35 ム エ ッ ク ス 牡3栗 56 松田 大作中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 506－101：25．81� 10．6

36 プロサングエ 牡3黒鹿56 武 豊山本 律氏 高柳 大輔 浦河 近藤牧場 500＋ 21：26．01� 6．0�
510 メイショウナデシコ 牝3栗 54 幸 英明松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 424 ―1：26．42 35．4
713 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 452＋ 81：26．5� 233．4�
24 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 474＋ 21：26．71 246．5�
48 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 西村 淳也�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 406－ 4 〃 クビ 20．4�
59 タ ラ ン 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 518＋ 41：26．9� 391．6�
23 ディープシーテッド 牝3栗 54 国分 恭介山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 454＋141：27．11� 258．2�
611 アイファーラクーン 牝3鹿 54 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 株式会社

アースファーム 434－ 41：27．42 623．7�
612 ミキノバスドラム 牡3鹿 56 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 504＋ 71：30．9大差 133．7�
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売 得 金
単勝： 31，188，100円 複勝： 114，928，000円 枠連： 10，174，200円
馬連： 48，105，200円 馬単： 28，114，800円 ワイド： 47，027，800円
3連複： 76，878，700円 3連単： 106，800，500円 計： 463，217，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 930円 � 270円 枠 連（8－8） 4，060円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 460円 �� 7，190円

3 連 複 ��� 12，700円 3 連 単 ��� 45，650円

票 数

単勝票数 計 311881 的中 � 164635（1番人気）
複勝票数 計1149280 的中 � 851084（1番人気）� 7997（10番人気）� 35079（5番人気）
枠連票数 計 101742 的中 （8－8） 1939（10番人気）
馬連票数 計 481052 的中 �� 8202（11番人気）
馬単票数 計 281148 的中 �� 3393（16番人気）
ワイド票数 計 470278 的中 �� 7525（16番人気）�� 28763（4番人気）�� 1569（43番人気）
3連複票数 計 768787 的中 ��� 4539（34番人気）
3連単票数 計1068005 的中 ��� 1696（118番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．9―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．9―46．8―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンギアアップ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2020．7．5 阪神12着

2018．3．22生 牡3黒鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 9戦1勝 賞金 12，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノバスドラム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8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 アミスタ号

第３回 中京競馬 第１日



12003 5月8日 晴 稍重 （3中京3） 第1日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走11時05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 ペプチドナイル 牡3鹿 56 岩田 望来沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 508－ 21：59．5 5．8�
68 グランメテオール 牡3栗 56 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476± 02：00．88 2．3�
69 シゲルバクハツ 牡3栗 56 福永 祐一森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：01．0� 2．1�
11 メイショウシロガネ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 458＋ 22：01．1� 14．8�
45 ハットハート 牡3鹿 56 古川 吉洋 MASAレーシング 大根田裕之 浦河 高岸 順一 510± 02：01．63 141．5�
57 イーサンタイガー �3鹿 56

55 ☆富田 暁国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 492－ 22：02．66 43．1	
33 ゴースフロイデ 牡3芦 56 松田 大作林 正道氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 512± 02：02．7� 49．3

812 サンライズスカイ 牡3栗 56 高倉 稜松岡 隆雄氏 田中 克典 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500± 02：02．91� 283．3�
813 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 和田 翼 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B470－ 42：03．1� 153．7�
22 シュアーウィナー 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 470＋ 22：03．2� 223．0
711 クリノキコウシ 牡3黒鹿56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 434－ 42：03．62� 19．4�
710 メイショウクラーク 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 438－ 42：04．66 78．0�
56 ウインクロリス 牝3鹿 54 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 田中 裕之 510＋102：06．210 170．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，735，300円 複勝： 38，634，100円 枠連： 10，125，900円
馬連： 41，359，300円 馬単： 24，721，200円 ワイド： 39，057，700円
3連複： 67，684，200円 3連単： 95，539，000円 計： 348，856，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 410円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 300円 �� 250円 �� 150円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 317353 的中 � 43203（3番人気）
複勝票数 計 386341 的中 � 42097（3番人気）� 144522（1番人気）� 92641（2番人気）
枠連票数 計 101259 的中 （4－6） 19095（2番人気）
馬連票数 計 413593 的中 �� 31018（3番人気）
馬単票数 計 247212 的中 �� 7152（9番人気）
ワイド票数 計 390577 的中 �� 27693（3番人気）�� 35817（2番人気）�� 82541（1番人気）
3連複票数 計 676842 的中 ��� 101836（1番人気）
3連単票数 計 955390 的中 ��� 15773（11番人気）

ハロンタイム 7．3―10．8―12．1―13．6―13．3―13．1―12．9―12．6―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．1―30．2―43．8―57．1―1：10．2―1：23．1―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．4
1
3
1，4，8，5（2，13）7（3，11）9－（6，12）－10・（1，4）8，11（5，7，13）9，2（3，10）12－6

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

勝馬の
紹 介

ペプチドナイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．5 中京8着

2018．4．24生 牡3鹿 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウクラーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8日まで平地競

走に出走できない。
ウインクロリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月8日まで平地競走に
出走できない。

12004 5月8日 晴 良 （3中京3） 第1日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

611 ミスフィガロ 牝3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 400± 02：01．2 4．0�

11 イ リ マ 牝3鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 22：01．62� 5．4�

610 エリカヴァレリア 牝3鹿 54 岩田 望来三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 452＋ 22：01．91� 23．9�
35 トーホウロゼリア 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 454＋ 82：02．21� 33．8�
814 コーラスケイト 牝3鹿 54 福永 祐一大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 512－ 4 〃 ハナ 1．8�
59 ドリームアゲイン 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―2：02．3� 10．3	
713 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 504＋ 22：02．4� 170．6

47 ナイトイーグル 牝3栗 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480－ 42：02．5クビ 76．4�
34 カレンプリマドーナ 牝3青鹿 54

51 ▲小沢 大仁鈴木 隆司氏 橋口 慎介 新ひだか 平野牧場 410± 0 〃 クビ 194．7
58 キ ク ノ リ ノ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 458± 02：02．71 393．3�
23 ソルティエラ 牝3青鹿54 小崎 綾也服部 統祥氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 2 〃 クビ 136．8�
46 スペシャルパワー 牝3青鹿54 団野 大成森中 啓子氏 橋田 満 新ひだか タイヘイ牧場 470 ―2：02．91 77．5�
22 カミーリアフラワー 牝3青鹿54 西村 淳也中村 祐子氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 486 ― 〃 アタマ 163．1�
815 イッツマイドリーム 牝3黒鹿54 川島 信二吉田 千津氏 荒川 義之 日高 川端 正博 468＋122：03．64 17．3�
712 ヒカリネツガル 牝3鹿 54 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 412＋ 22：05．6大差 443．7�
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売 得 金
単勝： 37，167，200円 複勝： 70，339，500円 枠連： 8，967，100円
馬連： 50，991，600円 馬単： 27，342，800円 ワイド： 48，367，700円
3連複： 79，909，300円 3連単： 108，217，300円 計： 431，302，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 230円 � 230円 � 480円 枠 連（1－6） 970円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，080円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 21，130円

票 数

単勝票数 計 371672 的中 � 72818（2番人気）
複勝票数 計 703395 的中 � 84255（3番人気）� 87861（2番人気）� 32453（6番人気）
枠連票数 計 89671 的中 （1－6） 7105（4番人気）
馬連票数 計 509916 的中 �� 32657（5番人気）
馬単票数 計 273428 的中 �� 9548（8番人気）
ワイド票数 計 483677 的中 �� 33920（3番人気）�� 10937（12番人気）�� 11668（11番人気）
3連複票数 計 799093 的中 ��� 10807（17番人気）
3連単票数 計1082173 的中 ��� 3712（62番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．9―13．1―12．5―11．8―12．3―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．4―49．5―1：02．0―1：13．8―1：26．1―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスフィガロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．25 京都3着

2018．4．22生 牝3鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 5戦1勝 賞金 9，410，000円
〔3走成績による出走制限〕 キクノリノ号・ソルティエラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月8日まで平地競走に

出走できない。



12005 5月8日 曇 良 （3中京3） 第1日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12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
1：32．3
1：30．3

良
良

713 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 54
52 △泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B414＋ 41：34．7 24．8�

59 � サマートゥリスト 牝3黒鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 480 ―1：34．8クビ 7．6�
23 メイショウシンウチ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 478－ 41：34．91 10．7�
47 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 438－ 41：35．43 3．8�
611 ウインメイユール 牝3鹿 54 松若 風馬�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 21：35．51 17．3�
24 ジャンドゥーヤ 牝3青 54 国分 恭介 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 428＋ 41：35．6クビ 24．5	
11 プラクルアン 牝3黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：35．81� 42．6

12 ピエトラサンタ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋161：35．9� 2．6�
35 ゴッドリヴァプール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B466－ 61：36．21� 461．5�
48 ブラックジャッカル �3青鹿56 西村 淳也中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 466－ 21：36．41 5．9
36 � ベルオロール 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 米 Orpendale/Chel-

ston/Wynatt 442 ―1：36．5� 37．1�
510 キーチャンス 牡3黒鹿56 川島 信二北前孔一郎氏 杉山 佳明 浦河 赤田牧場 404＋ 41：36．92� 633．8�
612 エイシンビルト 牡3芦 56 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508 ―1：37．11	 476．8�
714 ペガサスファーマ 牝3鹿 54 松田 大作飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 424＋121：37．42 389．6�
816 ユリシスブルー 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 538－101：37．93 109．0�
815 レインボーリング 牝3栗 54 浜中 俊吉田ひとみ氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 アタマ 229．2�
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売 得 金
単勝： 39，693，700円 複勝： 51，476，100円 枠連： 11，048，300円
馬連： 53，642，500円 馬単： 22，885，900円 ワイド： 52，835，500円
3連複： 81，046，600円 3連単： 85，501，700円 計： 398，130，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 500円 � 290円 � 240円 枠 連（5－7） 10，680円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 19，460円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，880円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 20，800円 3 連 単 ��� 160，590円

票 数

単勝票数 計 396937 的中 � 12754（8番人気）
複勝票数 計 514761 的中 � 23759（7番人気）� 48063（5番人気）� 60970（4番人気）
枠連票数 計 110483 的中 （5－7） 801（22番人気）
馬連票数 計 536425 的中 �� 4853（29番人気）
馬単票数 計 228859 的中 �� 882（59番人気）
ワイド票数 計 528355 的中 �� 5396（30番人気）�� 7176（23番人気）�� 12769（11番人気）
3連複票数 計 810466 的中 ��� 2922（66番人気）
3連単票数 計 855017 的中 ��� 386（434番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―35．8―48．0―1：00．2―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイボリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．4．21生 牝3鹿 母 ナンヨーカノン 母母 ピ ラ ミ マ 6戦1勝 賞金 5，610，000円
〔発走状況〕 エイシンビルト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ペガサスファーマ号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔3走成績による出走制限〕 キーチャンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月8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。
（非抽選馬） 2頭 メイショウシルト号・メイショウミカワ号

12006 5月8日 曇 稍重 （3中京3） 第1日 第6競走 ��
��1，900�3歳1勝クラス

発走12時55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
1：55．9
1：53．7

重
不良

22 マサハヤサン 牝3鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B462± 01：58．8 4．7�
88 ゲンパチハマジ 牡3栗 56 武 豊平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 496－ 21：59．01� 2．7�
55 ダッシュダクラウン 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B458± 01：59．21� 3．3�
44 メガゴールド 牡3芦 56 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 510± 01：59．83� 7．6�
11 プルミエロール 牡3青鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 クビ 46．8�
77 	 バーボンハイボール 牡3栗 56 団野 大成大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Candy Mead-

ows LLC 550－ 22：00．11� 46．2	
89 バイオレットジンク 牝3青鹿54 岩田 望来�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 504－ 22：00．2� 80．9

66 フラーズダルム 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472－ 62：01．05 10．1�
33 カズカポレイ 牡3鹿 56 古川 吉洋合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 498－ 62：01．1� 11．4�
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売 得 金
単勝： 38，170，200円 複勝： 42，500，200円 枠連： 5，745，400円
馬連： 49，963，400円 馬単： 23，866，000円 ワイド： 41，964，400円
3連複： 69，010，200円 3連単： 109，720，500円 計： 380，940，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 210円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 381702 的中 � 64239（3番人気）
複勝票数 計 425002 的中 � 80145（3番人気）� 92602（1番人気）� 85545（2番人気）
枠連票数 計 57454 的中 （2－8） 6933（2番人気）
馬連票数 計 499634 的中 �� 63164（2番人気）
馬単票数 計 238660 的中 �� 11807（4番人気）
ワイド票数 計 419644 的中 �� 49092（2番人気）�� 34947（3番人気）�� 52081（1番人気）
3連複票数 計 690102 的中 ��� 81579（1番人気）
3連単票数 計1097205 的中 ��� 16100（10番人気）

ハロンタイム 7．4―11．2―11．8―13．1―12．5―12．0―12．3―12．8―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．6―30．4―43．5―56．0―1：08．0―1：20．3―1：33．1―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マサハヤサン 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．1 福島8着

2018．4．28生 牝3鹿 母 テイクユアチョイス 母母 トップチョイス 5戦2勝 賞金 15，300，000円

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 11 日第 4競走）
〔制裁〕　　　ルヴァンギラ号の調教師伊坂重信は，管理上の注意義務を怠り，同馬に規制薬

物が施用された事実を承知しないで，検出期間内に出走させたことについて過怠金
１００，０００円。



12007 5月8日 曇 稍重 （3中京3） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，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

55 キムケンドリーム 牝4鹿 55 福永 祐一木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B458＋ 81：53．9 2．1�
66 � 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＋ 81：54．0クビ 5．2�
11 タマモパッション 牝4鹿 55

53 △泉谷 楓真タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 488＋ 41：54．42� 2．9�
44 � メイショウブラボー 牝5青鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：55．14 55．3�
33 エンカンタドーラ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 畠山牧場 452＋ 41：55．95 11．5	
22 シ ェ ー ン 牝4芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 2 〃 クビ 7．0
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売 得 金
単勝： 30，885，100円 複勝： 19，643，900円 枠連： 発売なし
馬連： 32，829，600円 馬単： 24，201，300円 ワイド： 21，029，700円
3連複： 38，250，100円 3連単： 146，892，300円 計： 313，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 230円 �� 140円 �� 270円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 308851 的中 � 115808（1番人気）
複勝票数 計 196439 的中 � 65347（1番人気）� 27870（4番人気）
馬連票数 計 328296 的中 �� 46204（3番人気）
馬単票数 計 242013 的中 �� 19297（4番人気）
ワイド票数 計 210297 的中 �� 20498（4番人気）�� 49707（1番人気）�� 16141（6番人気）
3連複票数 計 382501 的中 ��� 62862（2番人気）
3連単票数 計1468923 的中 ��� 39709（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．5―13．1―12．1―12．4―12．5―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―50．8―1：02．9―1：15．3―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
6，2，5－（1，3）－4・（5，6，2）（3，4）1

2
4
6，2，5－1，3，4・（5，6）2（1，3，4）

勝馬の
紹 介

キムケンドリーム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2019．10．13 京都1着

2017．5．19生 牝4鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 11戦2勝 賞金 26，100，000円

12008 5月8日 曇 稍重 （3中京3） 第1日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

67 � 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 472＋ 21：24．4 14．8�

33 � メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B518＋ 21：24．72 59．7�
811 ナ ム ラ ボ ス 牡4鹿 57 幸 英明奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 476－ 41：24．8クビ 2．4�
710� ロードドミニオン 牡4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 442－101：24．9� 59．9�
68 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 460＋ 41：25．21� 3．6�
56 トモジャアルマンド 牡4鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 488－ 6 〃 クビ 6．1	
79 	� モントカイザー 
5黒鹿 57

54 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 小林 真也 英 Mrs D. du
Feu 476－ 41：25．62� 19．5


44 ノクターンノーツ 牝4鹿 55 酒井 学飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：25．7� 26．2�
812� ライブリーホーム 牡5鹿 57 小崎 綾也加藤 哲郎氏 石橋 守 新冠 大狩部牧場 512－ 21：26．23 81．2�
55 グレアミラージュ 牡4鹿 57 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 458＋ 4 〃 クビ 19．3
11 � サンデーパームス 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー
クスタツド 476－ 21：26．41� 6．9�

22 � ナリタムソウ 牡5鹿 57 田中 健�オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 476－131：26．82� 197．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，113，000円 複勝： 37，644，600円 枠連： 8，940，500円
馬連： 54，789，600円 馬単： 25，438，800円 ワイド： 45，143，700円
3連複： 79，110，200円 3連単： 104，770，000円 計： 390，950，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 370円 � 740円 � 150円 枠 連（3－6） 6，640円

馬 連 �� 23，290円 馬 単 �� 32，660円

ワ イ ド �� 6，690円 �� 750円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 16，120円 3 連 単 ��� 139，620円

票 数

単勝票数 計 351130 的中 � 18861（5番人気）
複勝票数 計 376446 的中 � 23235（5番人気）� 10206（9番人気）� 88194（1番人気）
枠連票数 計 89405 的中 （3－6） 1043（18番人気）
馬連票数 計 547896 的中 �� 1823（40番人気）
馬単票数 計 254388 的中 �� 584（70番人気）
ワイド票数 計 451437 的中 �� 1670（45番人気）�� 16289（6番人気）�� 5501（24番人気）
3連複票数 計 791102 的中 ��� 3680（47番人気）
3連単票数 計1047700 的中 ��� 544（357番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．5―58．9―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スリーコーズクライ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ハーツクライ

2017．5．13生 牡4栗 母 スリーサンハーツ 母母 スリーサンナイナー 9戦1勝 賞金 11，410，000円
初出走 JRA



12009 5月8日 曇 良 （3中京3） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

あんじょう

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

78 � サ タ ー ン 牡5鹿 57 福永 祐一石川 達絵氏 辻野 泰之 浦河 三嶋牧場 498＋ 82：01．7 2．4�
11 ホウオウエクレール 牡4鹿 57 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 498－ 42：01．8	 5．1�
22 イ ロ ゴ ト シ 牡4鹿 57 岩田 望来内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 472＋ 22：02．01
 9．6�
44 シーリアスラブ 牡5鹿 57 和田 竜二吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 466± 02：02．1	 5．9�
33 シャドウセッション �5鹿 57 武 豊飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514－ 62：02．31
 4．2�
89 メイショウロセツ 牡6黒鹿57 西村 淳也松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 502＋ 42：02．51
 11．8�
810 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 436－102：02．7	 28．7	
66 アグネスリバティ 牡8黒鹿57 松若 風馬渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 79．6

77 ヴァンベールシチー �7栗 57 団野 大成 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 420± 02：02．81 153．4�
55 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＋ 82：03．65 283．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，743，500円 複勝： 41，835，800円 枠連： 9，653，500円
馬連： 73，591，600円 馬単： 33，101，900円 ワイド： 49，909，900円
3連複： 99，062，500円 3連単： 150，860，900円 計： 501，759，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 220円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 330円 �� 480円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計 437435 的中 � 141774（1番人気）
複勝票数 計 418358 的中 � 102062（1番人気）� 57777（4番人気）� 40378（5番人気）
枠連票数 計 96535 的中 （1－7） 11706（3番人気）
馬連票数 計 735916 的中 �� 90521（2番人気）
馬単票数 計 331019 的中 �� 23300（3番人気）
ワイド票数 計 499099 的中 �� 41978（4番人気）�� 25983（6番人気）�� 19962（8番人気）
3連複票数 計 990625 的中 ��� 49785（4番人気）
3連単票数 計1508609 的中 ��� 19656（12番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．2―13．1―12．5―12．4―12．1―11．4―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―37．8―50．9―1：03．4―1：15．8―1：27．9―1：39．3―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．8
1
3
1，8（2，3，9）（4，5）（6，7）－10
1，8（2，3，9）（4，7，5）6，10

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

勝馬の
紹 介

�サ タ ー ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo

2016．3．24生 牡5鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 6戦2勝 賞金 31，395，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 ペルルドール号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

12010 5月8日 曇 良 （3中京3） 第1日 第10競走 1，600�
く ら が い け

鞍 ケ 池 特 別
発走15時00分 （芝・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

11 ジュンライトボルト 牡4鹿 57 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：33．1 1．4�
88 ダノンアレー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 B504－ 21：33．63 6．9�
77 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：33．8� 12．0�
66 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480－ 61：33．9� 12．8�
22 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 462＋ 21：34．0� 5．2�
33 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＋ 21：34．11 48．7	
55 ザ イ ラ 牝4鹿 55 岩田 望来吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484－ 81：34．41� 19．0

44 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 酒井 学近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム B454＋ 21：34．61� 116．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，516，700円 複勝： 127，062，300円 枠連： 発売なし
馬連： 66，032，100円 馬単： 44，132，200円 ワイド： 45，799，700円
3連複： 79，338，700円 3連単： 228，518，800円 計： 629，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 150円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 385167 的中 � 207049（1番人気）
複勝票数 計1270623 的中 � 1000284（1番人気）� 61188（3番人気）� 47576（4番人気）
馬連票数 計 660321 的中 �� 104414（2番人気）
馬単票数 計 441322 的中 �� 57081（2番人気）
ワイド票数 計 457997 的中 �� 67231（2番人気）�� 46397（4番人気）�� 14701（9番人気）
3連複票数 計 793387 的中 ��� 57123（5番人気）
3連単票数 計2285188 的中 ��� 70027（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．3―11．9―11．6―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．9―46．2―58．1―1：09．7―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �

父 キングカメハメハ �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡4鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 17戦3勝 賞金 64，459，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



12011 5月8日 曇 良 （3中京3） 第1日 第11競走 ��
��2，200�第69回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 868，000円 248，000円 124，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

810 レッドジェネシス 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：11．2 4．3�
44 ルペルカーリア 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：11．3� 2．7�
78 マカオンドール 牡3芦 56 浜中 俊關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 480－ 42：11．5� 3．3�
66 トーホウバロン 牡3黒鹿56 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 476－ 22：11．92� 130．5�
22 ヴェローチェオロ 牡3栗 56 西村 淳也大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 460－ 42：12．0クビ 14．6	
811 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 泉谷 楓真吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 430－ 62：12．63� 80．1

33 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 武 豊澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 486－ 62：12．81	 73．9�
11 ワイドエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 490－ 42：13．12 8．9�
79 ゲ ヴ ィ ナ ー 牡3鹿 56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512＋ 22：13．52 11．1
55 ブレークアップ 牡3栗 56 団野 大成阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 486－ 62：14．03� 32．5�
67 エ ス コ バ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 506＋102：14．74 44．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 172，796，700円 複勝： 181，749，800円 枠連： 40，916，500円
馬連： 452，146，800円 馬単： 162，989，900円 ワイド： 287，005，800円
3連複： 723，731，100円 3連単： 1，050，474，600円 計： 3，071，811，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 270円 �� 270円 �� 220円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計1727967 的中 � 317810（3番人気）
複勝票数 計1817498 的中 � 294213（3番人気）� 407948（2番人気）� 442616（1番人気）
枠連票数 計 409165 的中 （4－8） 49396（3番人気）
馬連票数 計4521468 的中 �� 486819（3番人気）
馬単票数 計1629899 的中 �� 80162（6番人気）
ワイド票数 計2870058 的中 �� 261661（2番人気）�� 260352（3番人気）�� 347864（1番人気）
3連複票数 計7237311 的中 ��� 842775（1番人気）
3連単票数 計10504746 的中 ��� 185549（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．3―12．7―12．1―12．3―11．4―11．5―11．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．8―35．1―47．8―59．9―1：12．2―1：23．6―1：35．1―1：46．6―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェネシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．7．19 阪神3着

2018．3．17生 牡3鹿 母 リ ュ ズ キ ナ 母母 Lucky 7戦3勝 賞金 74，169，000円
〔その他〕 サイモンメガライズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サイモンメガライズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月8日まで出走できない。

12012 5月8日 曇 稍重 （3中京3） 第1日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

815� ラホーヤノキセキ 牡7青鹿 57
54 ▲小沢 大仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 502＋ 61：11．4 2．8�
24 メ ラ ナ イ ト �6青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 466－ 4 〃 ハナ 8．4�
35 サンビショップ �9栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 476－ 21：11．61� 64．5�
714� エムオータイショウ 牡5鹿 57 藤岡 康太大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 502－16 〃 ハナ 34．6�
47 ラ ミ エ ル 牝5鹿 55 松若 風馬桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 462－ 2 〃 ハナ 65．6	
816 グーテンモルゲン 牡5鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 514± 01：11．7	 17．5

12 トモジャドット 牡5栗 57

55 △泉谷 楓真吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 542－101：11．8	 7．6�
11 シンゼンマックス 牡5栗 57 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 490－ 6 〃 クビ 6．6�
510 ショウナンアニメ 牡4鹿 57 岩田 望来�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 ハナ 19．9
36 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 西村 淳也�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 B518－ 41：11．9	 9．2�
23 � モ ハ ー 牝7栗 55 太宰 啓介北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 508＋ 21：12．22 86．5�
48 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 福永 祐一鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 434－ 41：12．3クビ 6．9�
59 ファストボウラー 牡4栗 57

54 ▲角田 大和 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466－10 〃 クビ 104．7�
612� クリノクノイチ 牝6黒鹿55 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 464－ 21：12．4クビ 70．8�
611 コンクエストシチー �9栗 57 幸 英明 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 460－ 41：12．61	 39．7�
713 コ ル ニ リ ア 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 450－ 81：12．91
 50．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，207，700円 複勝： 91，962，500円 枠連： 27，993，500円
馬連： 142，535，300円 馬単： 48，424，800円 ワイド： 115，650，600円
3連複： 233，694，900円 3連単： 235，864，800円 計： 957，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 280円 � 1，030円 枠 連（2－8） 1，030円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，430円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 13，930円 3 連 単 ��� 39，730円

票 数

単勝票数 計 612077 的中 � 172529（1番人気）
複勝票数 計 919625 的中 � 191386（1番人気）� 82561（5番人気）� 17585（13番人気）
枠連票数 計 279935 的中 （2－8） 20894（4番人気）
馬連票数 計1425353 的中 �� 90658（1番人気）
馬単票数 計 484248 的中 �� 19018（2番人気）
ワイド票数 計1156506 的中 �� 57421（2番人気）�� 11799（28番人気）�� 9484（32番人気）
3連複票数 計2336949 的中 ��� 12574（43番人気）
3連単票数 計2358648 的中 ��� 4304（127番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．9―46．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラホーヤノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ボストンハーバー

2014．5．26生 牡7青鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 9戦2勝 賞金 25，700，000円
地方デビュー 2018．5．22 名古屋

※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 メイショウベッピン号



（3中京3）第1日 5月8日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 146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

272，650，000円
5，620，000円
25，290，000円
1，860，000円
31，790，000円
60，893，500円
4，202，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
590，106，900円
957，731，800円
143，774，800円
1，113，244，800円
495，427，900円
842，532，600円
1，710，911，800円
2，543，090，500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 8，396，821，100円

総入場人員 2，580名 （有料入場人員 2，394名）
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