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12061 5月23日 晴 重 （3中京3） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816 ペガサスハーツ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋ 81：12．2 4．4�
47 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± 01：12．41� 8．2�
48 ジュンワンポイント 牝3鹿 54 西村 淳也河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 424－ 21：12．71� 4．8�
23 マーチャンフェイス 牝3鹿 54 幸 英明 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 456＋ 81：12．91 3．7�
611 ロ メ ー ロ 牝3栗 54 国分 恭介阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 468＋ 21：13．11� 5．1	
713 エグゼクティブリリ 牝3鹿 54 小牧 太村田 裕子氏 小崎 憲 新冠 パカパカ

ファーム 436＋ 11：13．2� 144．1

12 クリムゾンハート 牝3鹿 54 団野 大成杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 450＋ 81：13．41 48．4�
612 ダンツアスカ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝山元 哲二氏 本田 優 登別 青藍牧場 436－ 8 〃 クビ 274．6�
714 タマモキラキラボシ 牝3鹿 54 松若 風馬タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 416＋ 21：13．5� 18．1
59 ゴールドオーロラ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 424－ 81：13．6� 86．0�
24 エムティーロゼッタ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和丸山 輝城氏 武 英智 新冠 オリエント牧場 466＋ 6 〃 クビ 115．1�
35 メイショウハマユウ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 432－ 61：13．8� 11．6�
36 ジャグリング 牝3鹿 54 酒井 学中村 祐子氏 茶木 太樹 日高 シンボリ牧場 470－ 21：14．33 60．1�
510 ディープパープル 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 Him Rock Racing
ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 442－ 41：15．68 37．6�

11 メイショウシオサキ 牝3青鹿 54
53 ☆富田 暁松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 396－ 21：15．7� 230．2�

（15頭）
815 エースピード 牝3栗 54 水口 優也�高橋ファーム 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 432＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，987，600円 複勝： 31，907，600円 枠連： 6，809，000円
馬連： 43，189，900円 馬単： 18，201，200円 ワイド： 35，699，000円
3連複： 69，078，600円 3連単： 70，056，400円 計： 292，929，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 280円 � 170円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 760円 �� 440円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 差引計 179876（返還計 644） 的中 � 32183（2番人気）
複勝票数 差引計 319076（返還計 1464） 的中 � 43637（4番人気）� 25462（6番人気）� 55342（2番人気）
枠連票数 差引計 68090（返還計 161） 的中 （4－8） 6304（3番人気）
馬連票数 差引計 431899（返還計 2645） 的中 �� 14281（12番人気）
馬単票数 差引計 182012（返還計 1236） 的中 �� 3121（22番人気）
ワイド票数 差引計 356990（返還計 3291） 的中 �� 11578（12番人気）�� 21542（4番人気）�� 17442（7番人気）
3連複票数 差引計 690786（返還計 8749） 的中 ��� 19853（8番人気）
3連単票数 差引計 700564（返還計 8673） 的中 ��� 3094（55番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．9―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．8―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．12．12 阪神2着

2018．4．8生 牝3鹿 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 5戦1勝 賞金 9，710，000円
〔競走除外〕 エースピード号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔左前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻

7分遅延。
〔制裁〕 ダンツアスカ号の騎手松本大輝は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エースピード号は，発馬機内での駐立が不良であったことについて令和3年5月24日から令和3年

6月22日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 エースピード号は，枠入りが不良であったことについて発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 エムティーロゼッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走で

きない。

12062 5月23日 晴 重 （3中京3） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

48 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 490＋ 21：52．9 11．8�
611 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 B510＋ 21：53．0� 12．9�
510 アコンカグア 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 510± 01：53．63� 16．6�
36 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 522＋ 21：53．7� 1．6�
47 ロードドレイク 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 21：54．02 92．1�
713 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 456＋ 41：54．1クビ 64．8	
612 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 454－ 21：54．52� 5．9

59 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 幸 英明鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 444－ 41：55．13� 6．7�
714 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 490－ 21：55．52� 287．4�
11 エレメンタル 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �カナヤマホール
ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 4 〃 クビ 408．1
35 ハンサムハーリー 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 61：55．92� 137．3�
12 インバシオン 牡3鹿 56 国分 恭介田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488＋ 61：56．64 299．5�
23 ヒルノピエモンテ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁�ヒルノ 昆 貢 新冠 松浦牧場 484 ―1：56．92 40．5�
816 マサハヤリュウ 牡3黒鹿56 酒井 学中村 政夫氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 502± 01：57．43 285．0�
24 マテンロウドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 496± 01：59．3大差 49．3�
815 タ ラ ン 牡3鹿 56 加藤 祥太中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 518± 02：02．6大差 478．1�
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売 得 金
単勝： 25，762，700円 複勝： 89，806，500円 枠連： 10，789，100円
馬連： 40，712，900円 馬単： 24，022，500円 ワイド： 41，467，100円
3連複： 70，371，400円 3連単： 99，064，400円 計： 401，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 680円 � 770円 � 800円 枠 連（4－6） 2，910円

馬 連 �� 5，900円 馬 単 �� 10，990円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，620円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 17，620円 3 連 単 ��� 100，160円

票 数

単勝票数 計 257627 的中 � 17343（4番人気）
複勝票数 計 898065 的中 � 35613（4番人気）� 30853（5番人気）� 29522（6番人気）
枠連票数 計 107891 的中 （4－6） 2866（7番人気）
馬連票数 計 407129 的中 �� 5341（17番人気）
馬単票数 計 240225 的中 �� 1639（30番人気）
ワイド票数 計 414671 的中 �� 7210（16番人気）�� 6588（18番人気）�� 7355（15番人気）
3連複票数 計 703714 的中 ��� 2995（40番人気）
3連単票数 計 990644 的中 ��� 717（211番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―12．5―12．7―12．3―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．0―49．5―1：02．2―1：14．5―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロハーバー �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．10．25 京都15着

2018．1．22生 牡3黒鹿 母 ニホンピロタルト 母母 ニホンピロガレット 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30分に変更。
〔制裁〕 マテンロウドリーム号の騎手角田大和は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウドリーム号・タラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23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〕 エレメンタル号・マサハヤリュウ号・タラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日

まで平地競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第６日



12063 5月23日 晴 重 （3中京3） 第6日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 スカーレットジンク 牡3芦 56 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：25．3 2．8�
815 メイショウコウシ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B502＋ 21：25．61� 31．2�
816 テイエムグレイト 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 470＋ 2 〃 クビ 156．1�
611 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 488＋ 21：26．02 25．9�
714 メイショウナリヒラ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466－ 4 〃 クビ 3．9	
24 � トーテムポール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 470－ 21：26．1� 73．5

23 レスペディーザ 牝3鹿 54 池添 謙一�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 414＋ 2 〃 ハナ 33．3�
612 ディーエスボンバー 牡3黒鹿56 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480± 01：26．41� 11．0
510� デリカテッセン 牡3鹿 56 団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin B480－ 21：26．5クビ 4．7�
47 ポップワール 牝3鹿 54 藤岡 佑介�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 480－ 21：27．14 56．0�
11 テ オ リ ス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 池添 学 浦河 栄進牧場 474± 01：27．42 5．8�
48 � ファインハッピー 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 米 John R. Penn

& Frank Penn 462＋ 41：27．72 86．0�
713 マサノダイヤモンド 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 480± 01：27．8クビ 240．9�
35 シゲルカミナリ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか タガミファーム 524＋221：28．65 50．4�
12 カリヨンヒーロー 牡3黒鹿56 秋山真一郎ライオンレースホース� 石坂 公一 浦河 浦河日成牧場 470＋181：28．92 526．2�
36 クリストバウム 牡3黒鹿56 酒井 学�G1レーシング 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 438－ 61：29．1� 304．8�
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売 得 金
単勝： 33，880，300円 複勝： 50，319，700円 枠連： 10，261，500円
馬連： 50，622，300円 馬単： 20，786，500円 ワイド： 51，694，200円
3連複： 80，434，900円 3連単： 83，806，600円 計： 381，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 860円 � 1，690円 枠 連（5－8） 2，470円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 4，190円 �� 35，170円

3 連 複 ��� 171，380円 3 連 単 ��� 478，420円

票 数

単勝票数 計 338803 的中 � 94488（1番人気）
複勝票数 計 503197 的中 � 114385（1番人気）� 12643（8番人気）� 6097（13番人気）
枠連票数 計 102615 的中 （5－8） 3213（10番人気）
馬連票数 計 506223 的中 �� 7361（15番人気）
馬単票数 計 207865 的中 �� 2110（23番人気）
ワイド票数 計 516942 的中 �� 6656（19番人気）�� 3178（40番人気）�� 373（88番人気）
3連複票数 計 804349 的中 ��� 352（214番人気）
3連単票数 計 838066 的中 ��� 127（832番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．2―12．0―12．6―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．4―46．4―59．0―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカーレットジンク �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．7．4 阪神8着

2018．4．7生 牡3芦 母 ティンクルチャーミ 母母 ピサノベネチアン 12戦1勝 賞金 14，085，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔制裁〕 マサノダイヤモンド号の騎手松本大輝は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔3走成績による出走制限〕 クリストバウム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走できな

い。

12064 5月23日 晴 良 （3中京3） 第6日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・左）

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

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

510 ユキノフラッシュ 牡3黒鹿56 幸 英明嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 474－101：34．0 3．1�
816 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 436＋ 81：34．11 16．2�
47 シャイニングフジ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 488± 01：34．31� 5．4�
23 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 442＋ 81：34．51� 20．1�
12 ソルフィネット 牝3鹿 54 酒井 学水上ふじ子氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 426＋ 81：34．6� 15．6�
612 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 476－ 2 〃 クビ 4．6�
59 セブンフォールド 牡3鹿 56 松田 大作 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 61：35．23� 13．3

815 ブールアネージュ 牝3鹿 54 国分 恭介 	社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 8 〃 クビ 323．4�
48 ショウナンハイネス 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 21：35．3クビ 48．5�
11 モンテローザ 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 前川 勝春 442 ―1：35．51� 26．5
35 エイシンキンボシ 牡3鹿 56 西村 淳也�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 434－ 41：35．6� 259．3�
611 ダンツタイフーン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 444＋101：35．81� 266．1�
713 テーオーディエス 牝3鹿 54 松若 風馬小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 434－ 41：36．01� 47．4�
714 ゴールドフライト 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 476－ 21：36．1� 5．4�
36 ヤマニンマリンバ 牝3青鹿 54

51 ▲松本 大輝土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 454 ―1：36．84 170．9�
24 イッツトゥルー 牡3鹿 56 川須 栄彦 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 468± 01：43．5大差 187．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，996，400円 複勝： 55，545，900円 枠連： 10，423，800円
馬連： 56，374，000円 馬単： 20，859，700円 ワイド： 49，471，400円
3連複： 83，532，900円 3連単： 86，207，300円 計： 395，411，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 330円 � 190円 枠 連（5－8） 2，900円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 370円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 23，000円

票 数

単勝票数 計 329964 的中 � 83348（1番人気）
複勝票数 計 555459 的中 � 120852（1番人気）� 33795（5番人気）� 73887（4番人気）
枠連票数 計 104238 的中 （5－8） 2777（9番人気）
馬連票数 計 563740 的中 �� 12101（14番人気）
馬単票数 計 208597 的中 �� 3133（16番人気）
ワイド票数 計 494714 的中 �� 11909（11番人気）�� 38441（2番人気）�� 7941（21番人気）
3連複票数 計 835329 的中 ��� 12542（15番人気）
3連単票数 計 862073 的中 ��� 2717（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．1―46．5―58．2―1：09．8―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユキノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．8．1 札幌4着

2018．4．24生 牡3黒鹿 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 9戦1勝 賞金 10，520，000円
〔その他〕 イッツトゥルー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 パルクールラン号



12065 5月23日 晴 良 （3中京3） 第6日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10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

610 オーパンバル 牝3鹿 54 団野 大成 �ニッシンホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 62：01．9 9．1�

22 アースフレア 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 42：02．0� 43．8�

47 シーニックウェイ 牝3鹿 54 柴山 雄一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 22：02．1クビ 7．3�

815 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 456＋ 22：02．2� 6．2�
713 ドリームアゲイン 牝3鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 22：02．52 5．1	
11 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 4 〃 ハナ 3．1

611 サヴァニャン 牝3黒鹿54 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：03．13� 7．0�
23 ジューンサクラ 牝3黒鹿54 川島 信二吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 430－ 42：03．2クビ 241．3�
814 ミッキーレイナ 牝3鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 22：03．41� 23．5
712 パルクールラン 牝3栗 54 国分 優作�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 406＋122：03．82� 28．6�
46 フランチャコルタ 牝3鹿 54 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468＋ 82：03．9� 39．8�
35 マルヨティアナ 牝3栗 54 小牧 太野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 440＋ 22：04．21� 206．9�
34 アレヴィクトワール 牝3黒鹿54 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 22：04．62� 57．0�
59 スペシャルパワー 牝3青鹿 54

51 ▲小沢 大仁森中 啓子氏 橋田 満 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 22：05．13 120．4�
58 プラクルアン 牝3黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 62：07．6大差 34．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，534，700円 複勝： 43，277，800円 枠連： 10，366，200円
馬連： 50，404，700円 馬単： 19，945，700円 ワイド： 42，264，400円
3連複： 76，542，300円 3連単： 77，991，200円 計： 349，327，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 1，170円 � 310円 枠 連（2－6） 7，070円

馬 連 �� 20，530円 馬 単 �� 30，900円

ワ イ ド �� 4，140円 �� 1，560円 �� 5，310円

3 連 複 ��� 70，000円 3 連 単 ��� 463，470円

票 数

単勝票数 計 285347 的中 � 25003（6番人気）
複勝票数 計 432778 的中 � 37877（6番人気）� 8465（11番人気）� 38722（5番人気）
枠連票数 計 103662 的中 （2－6） 1136（20番人気）
馬連票数 計 504047 的中 �� 1902（45番人気）
馬単票数 計 199457 的中 �� 484（80番人気）
ワイド票数 計 422644 的中 �� 2608（42番人気）�� 7159（18番人気）�� 2027（51番人気）
3連複票数 計 765423 的中 ��� 820（152番人気）
3連単票数 計 779912 的中 ��� 122（944番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．8―12．5―12．5―12．4―12．1―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―48．9―1：01．4―1：13．8―1：25．9―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
2，9（4，13）12，11（1，6）15，5－14－10，3（7，8）
2（9，13，15）（4，12，11，3）（1，6）5（14，10）－7－8

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

勝馬の
紹 介

オーパンバル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．4．25 阪神9着

2018．2．22生 牝3鹿 母 トランプクイーン 母母 バレークイーン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラクルアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地競走

に出走できない。
※パルクールラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12066 5月23日 晴 良 （3中京3） 第6日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時40分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

66 デルマセイシ 牝3青鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．7 33．5�
88 サトノスカイターフ 牡3鹿 56 幸 英明 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：35．01� 2．7�
55 ヴ ア ー サ 牡3青 56

55 ☆富田 暁本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 448－ 21：35．1� 3．5�
22 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 柴山 雄一山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 488± 01：35．2	 76．5�
11 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B418＋ 41：35．3クビ 6．6�
44 テーオーダヴィンチ 牡3栗 56 西村 淳也小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 494＋ 41：35．51	 4．7	
77 ショウナンアイビー 牡3鹿 56 団野 大成国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B494－ 21：35．92	 8．4

33 メイショウフンケイ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510－101：36．0	 11．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，549，500円 複勝： 27，945，200円 枠連： 発売なし
馬連： 42，290，100円 馬単： 21，551，400円 ワイド： 31，513，500円
3連複： 54，467，900円 3連単： 107，399，900円 計： 313，717，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 510円 � 130円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 11，480円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，580円 �� 230円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 45，850円

票 数

単勝票数 計 285495 的中 � 6808（7番人気）
複勝票数 計 279452 的中 � 9070（7番人気）� 68772（1番人気）� 55304（2番人気）
馬連票数 計 422901 的中 �� 8032（16番人気）
馬単票数 計 215514 的中 �� 1407（35番人気）
ワイド票数 計 315135 的中 �� 6305（16番人気）�� 4482（18番人気）�� 42374（1番人気）
3連複票数 計 544679 的中 ��� 10051（17番人気）
3連単票数 計1073999 的中 ��� 1698（145番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．0―12．1―11．9―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．1―48．2―1：00．1―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

デルマセイシ �

父 エイシンフラッシュ �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．1．9 中京1着

2018．3．25生 牝3青鹿 母 クラウンプリンセス 母母 クラウンピース 5戦2勝 賞金 13，300，000円



12067 5月23日 晴 稍重 （3中京3） 第6日 第7競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
1：54．7
1：53．7

重
不良

57 メイショウハクサン 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 488± 01：59．1 2．6�
610 タマノカイザー 牡5栗 57 団野 大成玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 520－ 42：00．27 7．8�
46 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿57 柴山 雄一土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 474－ 22：00．3� 36．7�
11 サウザンドスマイル 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 02：00．4クビ 4．6�
22 クールインパクト 牡4栗 57 松若 風馬佐藤 範夫氏 上村 洋行 日高 ナカノファーム 520＋ 82：00．61 22．1	
58 ブロフェルド 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 534± 02：00．92 3．9

34 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 西村 淳也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 22：01．21� 12．8�
33 シュテルクスト 牡4青鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 484± 0 〃 ハナ 18．8
69 ロードグリュック 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム B464－ 2 〃 ハナ 58．8�
813 ヨドノドリーム 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 488＋ 22：01．62� 41．9�
45 � エムテイフラッシュ 牡4青鹿57 酒井 学谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 470－ 82：02．23� 178．8�
814� メイショウカンキ 牡7鹿 57

54 ▲松本 大輝松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 472－ 42：02．3� 90．7�
712 ボーイズオブサマー �5栗 57

54 ▲角田 大和 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 岡田スタツド B500－ 22：02．72� 222．0�

711 メイショウイフウ �5黒鹿57 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 490－ 62：04．410 171．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，753，900円 複勝： 45，391，400円 枠連： 16，570，900円
馬連： 54，428，700円 馬単： 23，366，700円 ワイド： 49，526，100円
3連複： 84，629，800円 3連単： 100，054，100円 計： 403，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 230円 � 380円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，330円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 297539 的中 � 90484（1番人気）
複勝票数 計 453914 的中 � 104934（1番人気）� 48357（4番人気）� 24366（6番人気）
枠連票数 計 165709 的中 （5－6） 27613（3番人気）
馬連票数 計 544287 的中 �� 35265（3番人気）
馬単票数 計 233667 的中 �� 9954（5番人気）
ワイド票数 計 495261 的中 �� 27067（4番人気）�� 9326（14番人気）�� 3549（29番人気）
3連複票数 計 846298 的中 ��� 6858（26番人気）
3連単票数 計1000541 的中 ��� 2853（75番人気）

ハロンタイム 7．5―11．5―11．7―12．7―12．6―12．4―12．3―12．8―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．0―30．7―43．4―56．0―1：08．4―1：20．7―1：33．5―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウハクサン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．6．13 阪神4着

2017．5．29生 牡4鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 7戦2勝 賞金 19，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイフウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地競

走に出走できない。

12068 5月23日 晴 良 （3中京3） 第6日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

68 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 B494＋ 81：08．3 14．5�
11 � 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 442－ 4 〃 ハナ 8．1�
711 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＋ 2 〃 クビ 6．9�
813 スノーテーラー 牝4芦 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 438＋ 61：08．4クビ 4．3�
33 � ミッドサマーハウス 牝5青 55 西村 淳也ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 460＋101：08．61	 3．7�
56 ノブフランクリン 牝4鹿 55 松田 大作前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 434＋121：08．7クビ 26．1�
44 カーフライターク 牡4黒鹿57 団野 大成 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 6．5

710 トーホウラデン 牡4黒鹿57 太宰 啓介東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B478± 01：08．8
 7．1�
69 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿55 池添 謙一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 41：08．9	 30．5
45 � アメリカンニーニャ 牝4鹿 55 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

510＋ 41：09．11� 94．5�
812 ホープホワイト 牝4青鹿 55

52 ▲角田 大和 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B450＋ 21：09．73	 77．2�
22 ヴ ァ ル ナ �4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 480＋ 41：10．12	 39．7�
57 ヴェッツラー 牡4栗 57 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 454＋ 51：15．6大差 139．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，034，300円 複勝： 56，945，400円 枠連： 11，285，600円
馬連： 67，088，500円 馬単： 26，858，400円 ワイド： 52，552，100円
3連複： 94，481，800円 3連単： 110，077，300円 計： 453，323，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 440円 � 240円 � 220円 枠 連（1－6） 4，810円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 2，300円 �� 790円

3 連 複 ��� 16，950円 3 連 単 ��� 124，690円

票 数

単勝票数 計 340343 的中 � 18763（7番人気）
複勝票数 計 569454 的中 � 29298（7番人気）� 65443（4番人気）� 74042（3番人気）
枠連票数 計 112856 的中 （1－6） 1816（17番人気）
馬連票数 計 670885 的中 �� 8206（23番人気）
馬単票数 計 268584 的中 �� 1460（46番人気）
ワイド票数 計 525521 的中 �� 6409（23番人気）�� 5755（24番人気）�� 17892（10番人気）
3連複票数 計 944818 的中 ��� 4180（54番人気）
3連単票数 計1100773 的中 ��� 640（376番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―44．6―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（2，9）（8，12）（4，11，13）1，5，10，6－3＝7 4 2（9，8）12（4，11）（1，13）（5，10）6，3＝7

勝馬の
紹 介

ノクターンノーツ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 War Front デビュー 2019．8．10 小倉6着

2017．3．7生 牝4鹿 母 サマーソワレ 母母 Mazel Tov 9戦2勝 賞金 14，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェッツラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地競走に

出走できない。



12069 5月23日 晴 良 （3中京3） 第6日 第9競走 2，000�
ご ざ い し ょ

御 在 所 特 別
発走14時15分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

67 キングスタイル 牝4黒鹿55 浜中 俊廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 410＋ 62：00．7 52．7�
44 ラヴユーライヴ 牝4鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428± 02：01．01� 2．8�
68 サウンドレベッカ 牝4青鹿55 池添 謙一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 462＋ 82：01．1� 6．7�
811� カ サ ー レ 牝6青鹿55 西村 淳也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 B452＋ 42：01．2� 20．3�
812 カ リ ン カ 牝6黒鹿55 団野 大成寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 428－ 22：01．3� 3．4�
55 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 幸 英明 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 470＋ 82：01．4� 8．3	
79 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 高倉 稜 
サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 4 〃 アタマ 13．6�
22 ナオミラフィネ 牝4栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：01．72 14．9�
56 フラッフィーベア 牝5鹿 55 柴山 雄一 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 436－ 22：02．02 210．4
33 ダンツイノーバ 牝4栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 458± 02：02．21� 9．1�
11 ナスノフォルテ 牝4黒鹿55 荻野 琢真�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482＋ 22：02．3� 186．0�
710� ココナッツスルー 牝6黒鹿55 松若 風馬飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：02．72� 99．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，613，700円 複勝： 58，134，600円 枠連： 13，222，900円
馬連： 88，555，800円 馬単： 31，902，800円 ワイド： 65，520，300円
3連複： 124，353，900円 3連単： 154，508，000円 計： 576，812，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，270円 複 勝 � 800円 � 160円 � 220円 枠 連（4－6） 990円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 25，750円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 4，800円 �� 530円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 191，150円

票 数

単勝票数 計 406137 的中 � 6162（9番人気）
複勝票数 計 581346 的中 � 13852（9番人気）� 122590（1番人気）� 68410（3番人気）
枠連票数 計 132229 的中 （4－6） 10253（3番人気）
馬連票数 計 885558 的中 �� 7326（27番人気）
馬単票数 計 319028 的中 �� 929（58番人気）
ワイド票数 計 655203 的中 �� 5935（28番人気）�� 3339（32番人気）�� 34526（4番人気）
3連複票数 計1243539 的中 ��� 5751（49番人気）
3連単票数 計1545080 的中 ��� 586（396番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．8―12．8―12．0―11．3―11．7―11．9―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．5―49．3―1：01．3―1：12．6―1：24．3―1：36．2―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスタイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．1．25 中山9着

2017．3．26生 牝4黒鹿 母 トレノエンジェル 母母 アスクコマンダー 14戦3勝 賞金 30，933，000円

12070 5月23日 晴 稍重 （3中京3） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

ほうすう

鳳雛ステークス（Ｌ）
発走14時50分 （ダート・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1，400万
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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

68 ウェルドーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 496＋101：52．2 8．5�
44 タケルペガサス 牡3芦 56 西村 淳也森 保彦氏 加藤 征弘 浦河 中村 雅明 480 1：52．73 2．8�
79 ロードシュトローム 牡3鹿 56 団野 大成 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 486－ 81：52．91	 8．6�
811 タイセイアゲイン 牡3黒鹿56 幸 英明田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 476± 01：53．0クビ 4．1�
22 ダッシュダクラウン 牡3青鹿56 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B464＋ 61：53．1	 13．6�
710 クリノドラゴン 牡3栗 56 小牧 太栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 468－ 61：53．42 36．7	
812 ウォーターアンク 牝3栗 54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 468± 01：54．14 109．1

33 ショウナンアレス 牡3鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 514－ 21：54．42 7．9�
67 プルミエロール 牡3青鹿56 角田 大和 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム 480－ 21：54．5クビ 136．9
56 スクリーンプロセス 牡3青鹿56 浜中 俊 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 538－ 61：55．13	 6．0�
55 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 松若 風馬吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 81：55．63 181．5�
11 レスプロンディール 牝3栗 54 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 464＋ 21：57．310 66．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，604，000円 複勝： 68，579，400円 枠連： 13，869，000円
馬連： 127，825，300円 馬単： 46，573，600円 ワイド： 78，290，700円
3連複： 166，440，500円 3連単： 212，624，900円 計： 773，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 140円 � 230円 枠 連（4－6） 1，020円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，100円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 25，280円

票 数

単勝票数 計 596040 的中 � 55966（5番人気）
複勝票数 計 685794 的中 � 77767（4番人気）� 149077（1番人気）� 67985（5番人気）
枠連票数 計 138690 的中 （4－6） 10476（3番人気）
馬連票数 計1278253 的中 �� 86855（3番人気）
馬単票数 計 465736 的中 �� 11836（12番人気）
ワイド票数 計 782907 的中 �� 51085（3番人気）�� 16936（17番人気）�� 40387（5番人気）
3連複票数 計1664405 的中 ��� 34193（12番人気）
3連単票数 計2126249 的中 ��� 6096（97番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．5―12．9―12．1―12．4―13．0―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．1―49．0―1：01．1―1：13．5―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルドーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．23 小倉12着

2018．4．7生 牝3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 10戦3勝 賞金 39，880，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レスプロンディール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地

競走に出走できない。

１レース目



12071 5月23日 晴 稍重 （3中京3） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

おおがき

大垣ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

35 デンコウリジエール 牡4鹿 57 小沢 大仁田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464－ 61：11．1 13．5�
59 イ メ ル 牡5黒鹿57 浜中 俊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 486－ 21：11．31� 3．9�
815 クインズヴィヴィ 牝4青 55 西村 淳也 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 488＋ 81：11．51� 3．7�
11 ディサーニング 	6鹿 57 富田 暁ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 4 〃 クビ 5．3�
611 メ デ ィ ク ス 牡5栗 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 474＋ 2 〃 クビ 11．5�
48 シャドウハンター 牡5栗 57 角田 大和飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 528－ 41：11．6
 7．5	
24 オンザロックス 牡8鹿 57 松本 大輝稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 492－ 21：11．7
 78．1

510 サンタナブルー 牡9黒鹿57 柴田 未崎 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 490± 01：11．8� 358．6�
47 モズレジーナ 牝5鹿 55 団野 大成 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 B444＋ 81：12．0� 14．4�
714 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 川須 栄彦加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B492± 01：12．21
 46．0
36 マイネルラック 牡8鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 484－14 〃 ハナ 96．5�
713� アスタースウィング 牡7栗 57 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 520－ 21：12．51
 23．0�
816 メイショウミズカゼ 牡7栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 488＋ 21：12．92
 251．0�
612 ク ラ イ シ ス 牡8鹿 57 国分 恭介前田 幸治氏 島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 6 〃 ハナ 61．1�
23 メイショウサチシオ 牝7黒鹿55 熊沢 重文松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 496－101：14．610 173．9�
12 ワイドカント 牡4栗 57 藤岡 佑介幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 512－ 41：15．55 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，985，600円 複勝： 72，425，300円 枠連： 35，265，200円
馬連： 195，476，900円 馬単： 68，765，800円 ワイド： 113，421，700円
3連複： 298，864，400円 3連単： 363，151，100円 計： 1，210，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 350円 � 160円 � 160円 枠 連（3－5） 2，230円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，290円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 33，580円

票 数

単勝票数 計 629856 的中 � 37157（6番人気）
複勝票数 計 724253 的中 � 39735（8番人気）� 137341（1番人気）� 129966（2番人気）
枠連票数 計 352652 的中 （3－5） 12232（9番人気）
馬連票数 計1954769 的中 �� 57014（11番人気）
馬単票数 計 687658 的中 �� 7687（27番人気）
ワイド票数 計1134217 的中 �� 26250（13番人気）�� 20878（18番人気）�� 99135（1番人気）
3連複票数 計2988644 的中 ��� 69469（7番人気）
3連単票数 計3631511 的中 ��� 7839（102番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．9―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．8―45．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡4鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 13戦4勝 賞金 52，983，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイドカント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23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 オヌシナニモノ号

12072 5月23日 晴 稍重 （3中京3） 第6日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

22 スズカパンサー 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 61：52．3 3．6�
710� クリノホノオ 牡4鹿 57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482＋ 2 〃 アタマ 3．1�
55 フレイムウィングス 牡4青鹿57 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 21：52．4	 16．8�
68 リリーミニスター 
4芦 57

54 ▲小沢 大仁土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 476－ 4 〃 クビ 6．5�
56 ストロングライン 牡5芦 57 松若 風馬�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 498－ 61：52．82	 29．6�
11 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B476＋ 21：52．9	 5．0	
79 マースゴールド 牡6栗 57 団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 474＋ 21：53．21� 32．8

33 � リーガルマインド 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 458－ 8 〃 クビ 89．7�
811 クラウンデザイアー 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482± 01：53．41� 42．1
44 ヒミノブルー 牡5青鹿57 秋山真一郎佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 530－ 2 〃 クビ 11．9�
812 デンコウハピネス 牝5黒鹿55 国分 優作田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 440＋161：54．03	 107．1�
67 � オーバーリミット 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 492－ 61：55．27 17．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 63，177，800円 複勝： 65，281，900円 枠連： 23，168，500円
馬連： 140，182，200円 馬単： 53，701，500円 ワイド： 96，470，100円
3連複： 203，688，400円 3連単： 279，999，300円 計： 925，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 380円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，330円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 23，220円

票 数

単勝票数 計 631778 的中 � 139773（2番人気）
複勝票数 計 652819 的中 � 121112（1番人気）� 106450（3番人気）� 33829（7番人気）
枠連票数 計 231685 的中 （2－7） 21852（3番人気）
馬連票数 計1401822 的中 �� 110881（3番人気）
馬単票数 計 537015 的中 �� 21331（6番人気）
ワイド票数 計 964701 的中 �� 62002（3番人気）�� 17676（16番人気）�� 27539（11番人気）
3連複票数 計2036884 的中 ��� 34120（11番人気）
3連単票数 計2799993 的中 ��� 8742（66番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．1―12．5―12．3―12．1―12．5―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．3―48．8―1：01．1―1：13．2―1：25．7―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカパンサー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2019．9．14 阪神11着

2017．5．1生 牡4栗 母 エリモパンサー 母母 Cozzy Flyer 25戦3勝 賞金 42，160，000円

４レース目



（3中京3）第6日 5月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

211，370，000円
5，620，000円
25，790，000円
1，480，000円
24，350，000円
69，535，500円
4，537，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
457，880，500円
665，560，700円
162，031，700円
957，151，300円
376，535，800円
707，890，600円
1，406，886，800円
1，744，940，500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 6，478，877，900円

総入場人員 1，845名 （有料入場人員 1，667名）
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