
12085 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

711 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 460－ 41：52．3 2．1�
33 エルモドーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 21：53．47 5．3�
813 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 448－ 41：54．89 138．0�
46 サムハンター 牡3栗 56

52 ★永島まなみ�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 466± 0 〃 クビ 3．0�
57 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± 01：55．11� 12．6�
69 テイエムキセキダン 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 B498＋141：55．73� 145．2	
45 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 506－ 61：56．12� 50．0

22 マインジャラン 牡3黒鹿56 �島 克駿前田 葉子氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：56．84 10．4�
58 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± 01：57．12 71．8�
34 スナークタイカン 牡3鹿 56 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470－ 81：57．52� 174．2
610 アレスクラー 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B556± 01：58．13� 145．5�

11 インヴァルナブル 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 500－ 61：58．2� 88．4�

814 クリノソワカ 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 森田 直行 様似 様似渡辺牧場 496－101：58．73 73．5�
712 シゲルアスリート 牡3黒鹿56 加藤 祥太森中 蕃氏 杉山 晴紀 安平 �橋本牧場 B520＋ 21：58．8クビ 124．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，537，000円 複勝： 46，925，900円 枠連： 10，778，900円
馬連： 69，399，000円 馬単： 31，898，700円 ワイド： 57，194，400円
3連複： 104，364，800円 3連単： 138，569，700円 計： 494，668，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，490円 枠 連（3－7） 560円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，480円 �� 6，210円

3 連 複 ��� 15，950円 3 連 単 ��� 47，340円

票 数

単勝票数 計 355370 的中 � 133963（1番人気）
複勝票数 計 469259 的中 � 134537（1番人気）� 60106（4番人気）� 5073（10番人気）
枠連票数 計 107789 的中 （3－7） 14669（2番人気）
馬連票数 計 693990 的中 �� 74245（2番人気）
馬単票数 計 318987 的中 �� 20312（3番人気）
ワイド票数 計 571944 的中 �� 48973（2番人気）�� 5522（18番人気）�� 2168（37番人気）
3連複票数 計1043648 的中 ��� 4905（34番人気）
3連単票数 計1385697 的中 ��� 2122（110番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―12．6―12．7―12．6―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．5―49．1―1：01．8―1：14．4―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
11（3，7）（2，12）（8，10）（6，9）4，13（1，14）5・（11，3）7（2，12）9（8，10）（6，13）5（4，14）1

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

勝馬の
紹 介

サワヤカコーズサン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ラスカルスズカ デビュー 2020．8．22 小倉9着

2018．4．21生 牡3栗 母 サワヤカラスカル 母母 サワヤカスズカ 11戦1勝 賞金 12，520，000円
〔制裁〕 エルモドーロ号の騎手坂井瑠星は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

メイショウピスカリ号の騎手富田暁は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
〔その他〕 クリノソワカ号は，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〕 スナークタイカン号・アレスクラー号・インヴァルナブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和3年6月30日まで平地競走に出走できない。
シゲルアスリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月30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〕 アレスクラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月30日まで平地競走に出走できな
い。

12086 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

77 リフレーミング 牡3黒鹿56 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 462－ 22：00．4 1．6�
33 ウォーターアークス 牡3青鹿 56

54 △泉谷 楓真山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 472＋ 42：00．61� 7．0�
55 デスティノアーラ 牝3鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 22：01．34 4．5�
66 ヒロシゲサファイア 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁阿尾 浩和氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 416－102：01．62 28．1�
22 ラピスデラビオス 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 416－102：01．7� 101．1	
44 ジルベールバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 526＋ 82：02．01� 73．8

89 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 500 ―2：02．31� 7．6�
88 スリーモーリス 牡3鹿 56 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 524 ―2：02．94 12．7�
11 サンライズメモリー 牡3黒鹿56 団野 大成�ライフハウス 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 460－ 62：04．610 66．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，929，200円 複勝： 122，962，300円 枠連： 7，149，000円
馬連： 55，784，600円 馬単： 32，554，300円 ワイド： 42，911，200円
3連複： 68，992，700円 3連単： 167，118，500円 計： 537，401，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 290円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，380円

票 数

単勝票数 計 399292 的中 � 193840（1番人気）
複勝票数 計1229623 的中 � 943845（1番人気）� 66966（3番人気）� 76020（2番人気）
枠連票数 計 71490 的中 （3－7） 13364（2番人気）
馬連票数 計 557846 的中 �� 107197（2番人気）
馬単票数 計 325543 的中 �� 48665（1番人気）
ワイド票数 計 429112 的中 �� 69429（2番人気）�� 84164（1番人気）�� 29783（4番人気）
3連複票数 計 689927 的中 ��� 103219（1番人気）
3連単票数 計1671185 的中 ��� 87698（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―12．0―12．0―12．0―12．0―12．1―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―24．2―36．4―48．4―1：00．4―1：12．4―1：24．4―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リフレーミング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 バトルプラン デビュー 2021．2．6 中京8着

2018．3．19生 牡3黒鹿 母 ヒ ー リ ン グ 母母 キャットニップ 6戦1勝 賞金 10，640，000円

第３回 中京競馬 第８日
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



12087 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

12 メッザノッテ 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 454＋ 21：12．1 3．9�
47 アルーリングギフト 牡3栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 61：12．63 3．8�
11 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 454－ 21：12．7クビ 8．3�
48 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 428± 01：13．23 4．4�
35 ビナサクセス 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 森 秀行 新冠 プログレスファーム 466－101：13．62� 108．5�
59 インディナート 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真 KAJIMOTOホー
ルディングス	 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 436＋ 4 〃 アタマ 25．0


816 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 �島 良太中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 474＋ 21：13．7� 13．7�
24 ホウオウナビゲータ 牡3黒鹿56 古川 吉洋小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 510－ 61：13．8� 17．7�
713 ラキエスヴィブロ 牡3鹿 56 西村 淳也西浦 和男氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498－ 6 〃 クビ 16．7
510 シューネスリヒト 牝3青 54

51 ▲小沢 大仁 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 426＋ 81：14．11� 62．6�
714 キ ン バ 牡3栃栗 56

55 ☆富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 B436－101：14．84 10．5�
815 テーオーメルロー 牝3栗 54 川須 栄彦小笹 公也氏 中尾 秀正 日高 ヤナガワ牧場 434 ―1：14．9クビ 240．4�
36 シキサイノブルース 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希薪浦 州平氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 426± 01：15．96 169．1�
611 トゥオトゥオ 牡3青鹿56 小崎 綾也�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 532－101：16．22 214．7�
612� プレシャスゴールド 牝3鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 牧田 和弥 米 Northern

Farm 450 ―1：16．62� 30．4�
（15頭）

23 マコトヴァンセンヌ 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心	ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，247，300円 複勝： 61，396，000円 枠連： 16，673，000円
馬連： 73，349，600円 馬単： 27，418，100円 ワイド： 63，459，000円
3連複： 105，043，600円 3連単： 111，024，200円 計： 494，610，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 160円 � 220円 枠 連（1－4） 290円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 400円 �� 640円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 8，980円

票 数

単勝票数 計 362473 的中 � 72882（2番人気）
複勝票数 計 613960 的中 � 99606（3番人気）� 112496（2番人気）� 61664（4番人気）
枠連票数 計 166730 的中 （1－4） 43678（1番人気）
馬連票数 計 733496 的中 �� 66758（2番人気）
馬単票数 計 274181 的中 �� 14023（1番人気）
ワイド票数 計 634590 的中 �� 42921（2番人気）�� 24743（6番人気）�� 25293（5番人気）
3連複票数 計1050436 的中 ��� 36619（3番人気）
3連単票数 計1110242 的中 ��� 8955（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．7―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メッザノッテ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．1．5 中京7着

2018．3．5生 牝3栗 母 アルダントヌイ 母母 ミスアルダント 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔出走取消〕 マコトヴァンセンヌ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ビナサクセス号の騎手松本大輝は，最後の直線コース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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャスゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月30日まで平地

競走に出走できない。
トゥオトゥオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベイビーアッシュ号
（非抽選馬） 5頭 アズナブール号・エイシンチドリ号・サヴァビアン号・フィルムスコア号・ルージュヴィッフ号

12088 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第4競走 ��3，000�障害4歳以上未勝利
発走11時25分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

55 カフジジュピター 牡5鹿 60 白浜 雄造加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 23：16．7 1．7�
811 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 488＋ 83：16．8� 18．6�
67 ミ ラ ビ リ ア 牝6栗 58 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 474－ 43：17．54 3．5�
11 タガノジェロディ 牡5栗 60 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 480＋ 23：19．110 7．7�
79 ビップデヴィット 牡6栗 60 五十嵐雄祐鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 488－143：21．8大差 133．7�
33 � ウイングエンペラー 牡8栗 60 難波 剛健池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 476＋ 23：22．33 29．6	
22 メイショウソテツ 牡5青 60 黒岩 悠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 510－ 23：22．93� 20．7

810�� スマートドレイク 牡5鹿 60 植野 貴也大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont.
Inc., Rod Ferguson Farms
Ltd & Donald Ferguson

522－ 43：25．9大差 38．2�
78 マジカルスペル 牡7芦 60 高田 潤吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 558＋223：26．96 11．1�
66 ブルベアノット 牡4鹿 59 熊沢 重文森中 蕃氏 服部 利之 日高 ナカノファーム 494± 03：28．28 107．0
44 � ゴールドムーン 牝6鹿 58 小野寺祐太野口 貴子氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 464＋ 2 （競走中止） 213．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，802，300円 複勝： 37，177，300円 枠連： 8，117，300円
馬連： 44，490，600円 馬単： 25，413，200円 ワイド： 33，823，500円
3連複： 72，558，800円 3連単： 133，255，400円 計： 382，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 110円 枠 連（5－8） 1，280円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 610円 �� 150円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 278023 的中 � 125958（1番人気）
複勝票数 計 371773 的中 � 183921（1番人気）� 14852（5番人気）� 75723（2番人気）
枠連票数 計 81173 的中 （5－8） 4880（5番人気）
馬連票数 計 444906 的中 �� 13597（8番人気）
馬単票数 計 254132 的中 �� 5513（11番人気）
ワイド票数 計 338235 的中 �� 11196（7番人気）�� 78266（1番人気）�� 13675（6番人気）
3連複票数 計 725588 的中 ��� 33383（5番人気）
3連単票数 計1332554 的中 ��� 10790（22番人気）
上り 1マイル 1：43．4 4F 51．4－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8（1，10，5）（3，11）（7，9）（2，6）＝4
5－11－（1，7）－3－8－9＝10，2＝6

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジジュピター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．11．18 京都1着

2016．2．1生 牡5鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 カフジジュピター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ゴールドムーン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カフジジュピター号は，令和3年5月31日から令和3年6月29日まで出走停止。停止期間の満了後

に開催競馬場で発走調教再審査。



12089 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第5競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時25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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

23 � シャークスポット 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 442－ 41：24．1 17．3�

510 タ ガ ノ ペ カ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 2 〃 クビ 10．8�
612 ウインアキレウス 牡3鹿 56 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：24．31 4．3�
35 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 446± 01：24．4� 2．8�
48 レディステディゴー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502＋ 21：24．82� 18．2	
36 シューラヴァラ 牡3黒鹿56 �島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 450－ 2 〃 クビ 12．5

611 ピ ナ 牝3鹿 54 坂井 瑠星畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 474＋ 81：24．9クビ 22．0�
59 プレジールミノル 牡3栗 56 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：25．22 4．9�
816 タガノネクステージ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 490－ 21：25．41 54．1
11 トーセンアラン 牡3鹿 56 西村 淳也島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 アタマ 17．0�
713 ダ ミ ア ン 牡3栗 56

54 △泉谷 楓真�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 498± 01：25．82� 48．7�
714 ウェーブメジャー 牡3鹿 56 小牧 太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B464± 0 〃 ハナ 92．7�
47 ハクサンクラーケン 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 458－ 41：26．54 444．1�
815 フェスティヴノンノ 牝3栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 448－ 81：26．71 335．5�
12 アイルビーザワン 牡3栗 56 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド B464－ 71：27．97 158．8�
24 ロードリスペクト 牡3鹿 56 岩田 望来 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 480＋ 21：28．64 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，464，800円 複勝： 73，758，100円 枠連： 16，639，700円
馬連： 96，788，300円 馬単： 31，095，700円 ワイド： 80，714，600円
3連複： 135，236，900円 3連単： 136，250，300円 計： 615，948，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 430円 � 360円 � 200円 枠 連（2－5） 2，300円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 18，030円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，310円 �� 940円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 98，190円

票 数

単勝票数 計 454648 的中 � 21015（7番人気）
複勝票数 計 737581 的中 � 40160（6番人気）� 49195（5番人気）� 115417（3番人気）
枠連票数 計 166397 的中 （2－5） 5593（8番人気）
馬連票数 計 967883 的中 �� 8245（28番人気）
馬単票数 計 310957 的中 �� 1293（57番人気）
ワイド票数 計 807146 的中 �� 7972（26番人気）�� 15856（15番人気）�� 22633（10番人気）
3連複票数 計1352369 的中 ��� 8560（40番人気）
3連単票数 計1362503 的中 ��� 1006（321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．4―33．5―45．4―58．2―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャークスポット �
�
父 ダノンシャーク �

�
母父 タニノギムレット

2018．3．28生 牡3鹿 母 ウィンディガーデン 母母 チェイスザウインド 5戦1勝 賞金 10，930，000円
地方デビュー 2020．5．5 門別

〔制裁〕 ウェーブメジャー号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・9番・5
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードリスペクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月30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 ノボミラクル号

12090 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時55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
1：06．7
1：06．5

良
良

79 アンセーニュ 牝3鹿 54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：08．6 6．3�
33 デルマカンノン 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444－ 21：08．7� 3．3�
44 ランスオブミューズ 牝3鹿 54 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 21：08．8� 4．1�
22 タツリュウオー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 428－ 81：08．9クビ 56．5�
78 スイーツマジック 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472＋12 〃 ハナ 28．0�
11 ナリタエール 牝3鹿 54 酒井 学	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 410＋101：09．21� 4．2

810 ジューンベロシティ 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B454－ 41：09．3� 13．2�
67 	 ノボミラクル 牡3黒鹿56 江田 照男	LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 470－ 21：09．4� 112．0�
811 ルルルージュ 牝3鹿 54 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 468－ 81：09．72 8．8
66 
 ブルースウェード 牝3鹿 54 川須 栄彦�新生ファーム 角田 輝也 日高 新生ファーム 434－ 71：09．91� 21．7�

（愛知）

55 ビーマイベイビー 牝3鹿 54 水口 優也�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 428－ 8 〃 クビ 77．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，869，800円 複勝： 60，873，900円 枠連： 11，656，200円
馬連： 93，455，300円 馬単： 35，819，600円 ワイド： 66，400，800円
3連複： 105，380，800円 3連単： 150，716，200円 計： 574，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 140円 � 160円 枠 連（3－7） 1，090円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 370円 �� 400円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 498698 的中 � 62700（4番人気）
複勝票数 計 608739 的中 � 84136（4番人気）� 126729（1番人気）� 94861（3番人気）
枠連票数 計 116562 的中 （3－7） 8241（6番人気）
馬連票数 計 934553 的中 �� 62764（4番人気）
馬単票数 計 358196 的中 �� 11054（9番人気）
ワイド票数 計 664008 的中 �� 44480（3番人気）�� 40394（5番人気）�� 63819（2番人気）
3連複票数 計1053808 的中 ��� 49038（3番人気）
3連単票数 計1507162 的中 ��� 10931（25番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．3―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンセーニュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Myboycharlie デビュー 2020．10．25 京都5着

2018．2．11生 牝3鹿 母 ユーロシャーリーン 母母 Eurolink Artemis 5戦2勝 賞金 14，400，000円
※ノボミラクル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12091 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8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）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

33 サンライズシェリー 牡4鹿 57
56 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：53．0 4．1�

79 マジックスピーチ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 472－ 21：53．95 1．5�
78 � ファスタザウインド 牡4黒鹿57 �島 克駿鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 520－131：54．32� 17．6�
811 メイショウカムロ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 464± 01：54．61� 72．5�
22 � ヒメノジャッカル 牡4鹿 57 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450＋ 21：55．02� 65．2�
55 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B492＋121：55．31	 17．9�
67 キョウワウォール 牡5黒鹿57 柴田 未崎浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476－ 41：55．61	 26．6	
66 キースローガン 牡4栗 57 岩田 望来北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 482－ 6 〃 � 27．3

44 ブルーノバローズ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 492－101：55．7� 16．5�
11 � ワタシノワルツ 牝5芦 55

52 ▲松本 大輝ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 508－ 61：55．8クビ 261．9
810 サトノスライヴ 牡4黒鹿 57

55 △泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508－ 41：55．9� 12．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，313，100円 複勝： 134，461，800円 枠連： 9，949，900円
馬連： 74，711，700円 馬単： 38，850，700円 ワイド： 56，690，500円
3連複： 101，371，700円 3連単： 194，265，700円 計： 650，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 280円 枠 連（3－7） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 150円 �� 720円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 403131 的中 � 77315（2番人気）
複勝票数 計1344618 的中 � 112095（2番人気）� 1001466（1番人気）� 26380（8番人気）
枠連票数 計 99499 的中 （3－7） 32775（1番人気）
馬連票数 計 747117 的中 �� 233096（1番人気）
馬単票数 計 388507 的中 �� 38711（2番人気）
ワイド票数 計 566905 的中 �� 132626（1番人気）�� 15710（11番人気）�� 26368（5番人気）
3連複票数 計1013717 的中 ��� 75469（4番人気）
3連単票数 計1942657 的中 ��� 27611（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．8―12．9―12．8―12．9―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．3―50．2―1：03．0―1：15．9―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
1（3，4）（8，11）－（5，6，10）－（2，7）9・（1，3，4）（8，11，10）6（5，2，9）－7

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

勝馬の
紹 介

サンライズシェリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．9．28 阪神11着

2017．4．25生 牡4鹿 母 サンデーローズ 母母 サンデーエイコーン 11戦2勝 賞金 20，530，000円

12092 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：19．4
1：19．0

良
良

44 チュウワノキセキ 牡4鹿 57 岩田 望来中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474－ 21：20．2 3．1�
68 ムーンライト 牝4青 55 団野 大成石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 468＋ 61：20．41� 2．8�
22 ジュビリーヘッド 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472± 01：20．5クビ 5．1�
55 � アルディテッツァ 牡5鹿 57 �島 克駿�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 B514＋ 4 〃 クビ 18．6�
56 タイセイトレンディ 	6青鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：20．71� 43．7	
67 � ロングファイナリー 	5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 468± 0 〃 クビ 64．2

11 タケルラスティ 牡4栗 57 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 504＋101：20．8クビ 11．4�
812 ネバーゴーンアウト 	4青鹿 57

53 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 478－ 41：21．01 36．3�
811 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 荻野 極藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B482＋ 8 〃 クビ 17．8
710 スラッシュメタル 	6鹿 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 452－12 〃 ハナ 34．6�
33 クォリティタイム 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 470± 0 〃 ハナ 80．1�
79 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 458－ 41：21．1
 12．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，918，300円 複勝： 65，068，400円 枠連： 13，578，700円
馬連： 107，494，600円 馬単： 41，351，400円 ワイド： 73，227，700円
3連複： 129，633，000円 3連単： 183，827，500円 計： 662，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 200円 �� 310円 �� 360円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 479183 的中 � 121678（2番人気）
複勝票数 計 650684 的中 � 137422（2番人気）� 187642（1番人気）� 81119（3番人気）
枠連票数 計 135787 的中 （4－6） 23138（1番人気）
馬連票数 計1074946 的中 �� 181644（1番人気）
馬単票数 計 413514 的中 �� 31183（2番人気）
ワイド票数 計 732277 的中 �� 104933（1番人気）�� 56814（2番人気）�� 46984（3番人気）
3連複票数 計1296330 的中 ��� 113401（1番人気）
3連単票数 計1838275 的中 ��� 35767（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．4―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．8―45．2―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 2，6，5，1（4，11）（8，12）（3，7）9，10 4 2，6，5（4，1，11）（8，12）（3，7）（10，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Generous デビュー 2019．9．22 阪神1着

2017．2．20生 牡4鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 16戦3勝 賞金 60，397，000円
※タケルラスティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12093 5月30日 晴 良 （3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30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：54．7
1：53．7

重
不良

24 ハヤブサナンデクン 牡5芦 57 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 508－ 41：58．5 2．6�
611 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 498± 01：58．81� 44．8�
12 メイショウコジョウ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 466－ 41：59．54 4．6�
35 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 岩田 望来石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514－ 22：00．45 11．4�
23 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 岩田 康誠村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 472＋ 6 〃 ハナ 4．3�
36 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57 富田 暁林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504＋ 22：00．5クビ 11．3	
59 マンハッタンロック 牡7鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 42：00．82 77．6

714 トゥルブレンシア 牡4栗 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 464－ 22：01．43� 34．0�
612 グロンフォール 牡6鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 590± 02：01．5� 113．2�
815 ロードセッション 牡4鹿 57 �島 克駿 ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 504－ 62：01．6クビ 80．1�
11 タイセイシリウス 牡4鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 492－ 22：01．91� 59．7�
48 スキッピングロック 牡5鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋162：02．11	 104．8�
47 ハクアイウィンザー 牡4鹿 57 小沢 大仁 H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 524－ 42：02．52� 216．9�
510 エカテリンブルク 牡4青鹿57 松田 大作吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 42：02．6クビ 22．8�
713 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 藤井勘一郎 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 508－ 62：02．91� 30．1�
816 ベイサイドブルー 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 550－ 22：03．96 18．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，516，000円 複勝： 77，475，000円 枠連： 25，698，200円
馬連： 133，528，600円 馬単： 50，218，100円 ワイド： 99，126，800円
3連複： 204，096，900円 3連単： 247，866，600円 計： 893，526，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 790円 � 160円 枠 連（2－6） 3，110円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 340円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 43，280円

票 数

単勝票数 計 555160 的中 � 169401（1番人気）
複勝票数 計 774750 的中 � 179629（1番人気）� 16374（10番人気）� 138915（3番人気）
枠連票数 計 256982 的中 （2－6） 6389（8番人気）
馬連票数 計1335286 的中 �� 17180（17番人気）
馬単票数 計 502181 的中 �� 4623（25番人気）
ワイド票数 計 991268 的中 �� 12671（20番人気）�� 84759（2番人気）�� 6867（34番人気）
3連複票数 計2040969 的中 ��� 15607（27番人気）
3連単票数 計2478666 的中 ��� 4152（116番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―11．7―12．7―12．4―12．2―11．8―12．6―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．4―43．1―55．5―1：07．7―1：19．5―1：32．1―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F39．0
1
3
4，6，16，14（1，8，7，13）10－（9，12）5，15，3，11，2・（4，6）3－（8，14，16）（7，12）（10，9，11）13（1，2）－5－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．8 阪神1着

2016．3．31生 牡5芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 9戦3勝 賞金 49，485，000円
〔制裁〕 トゥルブレンシア号の騎手西村淳也は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・7番・10

番）
〔その他〕 ベイサイドブルー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ベイサイドブルー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルイヴィンス号
（非抽選馬） 1頭 アースライザー号

12094 5月30日 晴 良 （3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，2．5．30以降3．5．23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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

59 クリノガウディー 牡5栗 57．5 岩田 康誠栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488－ 21：19．2レコード 5．3�
817� シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B500＋ 21：19．31 5．2�
12 メイショウチタン 牡4黒鹿54 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 472± 01：19．51 5．2�
48 ブランノワール 牝5鹿 53 西村 淳也 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 8 〃 クビ 6．3�
36 エントシャイデン 牡6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 486＋ 21：19．6クビ 16．7	
612 ホープフルサイン 牡5黒鹿54 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B492－14 〃 ハナ 33．9

713 ヴェスターヴァルト 牡4鹿 55 富田 暁 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 7．7�
510 アンコールプリュ 牝6黒鹿53 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：19．7� 58．5�
714 アストラエンブレム 	8鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 478－ 81：19．81 35．5
47 コンパウンダー 牡6黒鹿53 菱田 裕二ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 61：19．9クビ 140．2�
11 テーオービクトリー 牝7鹿 52 太宰 啓介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 81：20．01 69．2�
816 ボンセルヴィーソ 牡7栗 55 岩田 望来名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484＋ 41：20．1
 8．9�
818 メイケイダイハード 牡6鹿 55 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 544－ 41：20．2� 29．5�
715 ハーグリーブス 牡6芦 55 �島 克駿水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 502＋ 21：20．3クビ 189．7�
23 カリオストロ 牝4鹿 52 亀田 温心 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 460－ 21：20．41 22．0�
611 デターミネーション 牡5鹿 54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476－ 61：20．82� 76．2�
35 メイショウケイメイ 牝5鹿 51 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434－ 21：21．22� 73．6�
24 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 荻野 極藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 488＋18 （競走中止） 66．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 82，501，100円 複勝： 114，946，400円 枠連： 42，704，300円
馬連： 257，021，800円 馬単： 74，526，700円 ワイド： 167，636，800円
3連複： 381，505，400円 3連単： 375，240，600円 計： 1，496，083，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 180円 � 180円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 620円 �� 600円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 825011 的中 � 124019（3番人気）
複勝票数 計1149464 的中 � 128058（4番人気）� 175145（1番人気）� 168773（2番人気）
枠連票数 計 427043 的中 （5－8） 42086（2番人気）
馬連票数 計2570218 的中 �� 112819（3番人気）
馬単票数 計 745267 的中 �� 17593（6番人気）
ワイド票数 計1676368 的中 �� 69775（2番人気）�� 71716（1番人気）�� 59847（5番人気）
3連複票数 計3815054 的中 ��� 98232（1番人気）
3連単票数 計3752406 的中 ��� 19238（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．6―10．9―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―33．7―44．6―55．8―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノガウディー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2018．10．8 京都1着

2016．3．17生 牡5栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 23戦3勝 賞金 155，970，000円
〔競走中止〕 ノーワン号は，向正面で外側の馬に触れてバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
※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 キョウヘイ号・プリンスリターン号・ヤマカツマーメイド号

２レース目 ４レース目



12095 5月30日 晴 良 （3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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

66 セファーラジエル 牡3鹿 56 	島 克駿 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 518－ 21：59．6 5．2�
88 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 56 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 456－ 82：00．24 39．7�
44 マカオンドール 牡3芦 56 幸 英明關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 478－ 22：00．41 1．3�
11 レンツシュピッツェ 牡3栗 56 岩田 望来�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 468± 02：00．61 33．1�
77 ウィンドリッパー 牡3鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474－ 62：01．13 11．1	
55 アメイジングタイム 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：02．16 6．9

33 
 マツリダスティール 牡3鹿 56 江田 照男髙橋 文枝氏 菅原 勲 新冠 村上 進治 484－152：02．41� 42．8�

（岩手）

22 エスシーヴィオラ 牝3栗 54 丸田 恭介工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 488＋ 82：02．82� 87．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 73，887，500円 複勝： 166，677，800円 枠連： 発売なし
馬連： 123，602，700円 馬単： 71，948，200円 ワイド： 70，060，500円
3連複： 136，558，700円 3連単： 468，717，100円 計： 1，111，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 420円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 18，350円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 160円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 28，950円

票 数

単勝票数 計 738875 的中 � 111585（2番人気）
複勝票数 計1666778 的中 � 102475（2番人気）� 15409（7番人気）� 1348273（1番人気）
馬連票数 計1236027 的中 �� 10859（14番人気）
馬単票数 計 719482 的中 �� 2940（22番人気）
ワイド票数 計 700605 的中 �� 10449（13番人気）�� 148722（1番人気）�� 25959（8番人気）
3連複票数 計1365587 的中 ��� 66796（5番人気）
3連単票数 計4687171 的中 ��� 11738（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．9―48．3―1：00．7―1：12．5―1：23．9―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，7，1，5，4，8，6－2・（7，4）5，6（3，8）1，2

勝馬の
紹 介

セファーラジエル 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 Out of Place デビュー 2020．7．12 阪神2着

2018．3．4生 牡3鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 8戦2勝 賞金 36，713，000円

12096 5月30日 晴 良 （3中京3） 第8日 第12競走 ��
��1，900�

い せ

伊勢ステークス
発走16時40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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

24 シャンパンクーペ 牡5鹿 57 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B524－ 41：59．3 6．2�

59 メイショウササユリ 牝7黒鹿55 菊沢 一樹松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 506＋ 2 〃 ハナ 49．5�
612 メイショウダジン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 472－ 41：59．4クビ 5．2�
11 ロードリバーサル 牡5鹿 57 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 492－ 21：59．82 10．9�
12 � アイアムレジェンド 牡5鹿 57 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B486± 0 〃 クビ 14．8	
510 ギャラクシーソウル 牝4芦 55 	島 克駿吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 468＋ 42：00．01
 13．7

815 ヴィアメント �4栗 57 団野 大成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476－ 22：00．31� 7．6�
47 ワンダーウマス 牡7鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 478－ 6 〃 クビ 22．0�
36 � コパノリッチマン 牡4栃栗57 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 508＋ 42：00．4� 13．9
23 ダ ッ チ マ ン �4青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452＋ 22：00．5� 30．2�
713 ダノングリスター �5鹿 57 古川 吉洋�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B488－ 22：00．6� 70．5�
816 レッドシルヴァーナ 牝5芦 55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 516－ 42：00．92 66．0�
48 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡7栗 57 国分 優作ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 520－ 22：01．0� 64．0�
714 ヴィジョンオブラヴ 牡6青鹿57 坂井 瑠星大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 510＋ 2 〃 ハナ 42．1�
35 ハンメルフェスト 牡4黒鹿57 松田 大作�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 558± 02：01．21 3．5�
611 イノセントミューズ 牝5鹿 55 富田 暁 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494＋142：02．910 58．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，650，900円 複勝： 126，551，700円 枠連： 43，100，100円
馬連： 241，587，400円 馬単： 76，413，500円 ワイド： 183，245，900円
3連複： 393，864，700円 3連単： 404，436，300円 計： 1，556，850，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 1，120円 � 210円 枠 連（2－5） 3，310円

馬 連 �� 17，080円 馬 単 �� 27，070円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 630円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 25，060円 3 連 単 ��� 184，870円

票 数

単勝票数 計 876509 的中 � 112647（3番人気）
複勝票数 計1265517 的中 � 189209（2番人気）� 22488（13番人気）� 168912（3番人気）
枠連票数 計 431001 的中 （2－5） 10073（14番人気）
馬連票数 計2415874 的中 �� 11659（50番人気）
馬単票数 計 764135 的中 �� 2117（86番人気）
ワイド票数 計1832459 的中 �� 10287（49番人気）�� 79899（3番人気）�� 14247（36番人気）
3連複票数 計3938647 的中 ��� 11787（85番人気）
3連単票数 計4044363 的中 ��� 1586（605番人気）

ハロンタイム 7．5―10．7―12．0―13．6―12．6―11．8―12．0―12．8―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．2―30．2―43．8―56．4―1：08．2―1：20．2―1：33．0―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．1
1
3
1，13（11，16）（2，6，12）（7，9）10（3，5，15）－14（4，8）・（1，13）5，12，16，11－（2，6，10）9，7（4，15，14）3，8

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

勝馬の
紹 介

シャンパンクーペ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．3．9 阪神8着

2016．4．19生 牡5鹿 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 16戦4勝 賞金 69，680，000円
〔騎手変更〕 レッドシルヴァーナ号の騎手荻野極は，第10競走での落馬負傷のため岩田望来に変更。
〔制裁〕 ダッチマン号の騎手松若風馬は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・8番・14番）
※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 パトリック号



（3中京3）第8日 5月30日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

255，970，000円
26，630，000円
1，890，000円
28，750，000円
64，605，000円
4，966，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
622，637，300円
1，088，274，600円
206，045，300円
1，371，214，200円
537，508，200円
994，491，700円
1，938，608，000円
2，711，288，100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 9，470，067，400円

総入場人員 2，606名 （有料入場人員 2，378名）



令和3年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，257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

1，968，870，000円
44，100，000円
208，620，000円
12，930，000円
230，130，000円
529，564，500円
36，916，000円
12，067，200円

勝馬投票券売得金
4，348，737，300円
6，608，279，200円
1，380，696，700円
8，819，291，300円
3，622，684，600円
6，840，375，500円
13，562，378，000円
17，604，247，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 62，786，690，400円

総入場延人員 16，479名 （有料入場延人員 14，903名）
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