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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

15013 6月6日 小雨 良 （3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

79 グランソード 牡6青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 568－ 43：42．0 15．5�
710� セデックカズマ 牡5黒鹿60 森 一馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 510＋ 63：42．1� 4．7�
22 マイサンシャイン 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 486± 03：42．52� 3．4�
812 テイエムコンドル 牡10鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 464－103：42．71� 20．6�
11 � アイファーアクター 牡5鹿 60 上野 翔中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 482－ 23：42．91 61．3�
68 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 小野寺祐太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 63：43．11� 4．9

67 ダノンロッソ 牡7青鹿60 熊沢 重文	ダノックス 田中 克典 安平 ノーザンファーム 464＋123：43．31	 7．9�
55 � ホシルミエール 
8鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 486＋ 83：44．15 6．3�
44 � アーネストホープ 
7栗 60 五十嵐雄祐 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 480± 03：44．41� 34．4
33 ホウオウカーニバル 牡6鹿 60 金子 光希小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 23：46．5大差 159．6�
811 プレシャスタイム 牡8鹿 60 高田 潤小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 450－ 43：46．7� 25．2�
56 スズカデヴィアス 牡10黒鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B518＋ 4 （競走中止） 17．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，109，200円 複勝： 24，286，200円 枠連： 8，464，900円
馬連： 37，875，900円 馬単： 17，794，400円 ワイド： 30，128，000円
3連複： 67，840，000円 3連単： 79，598，500円 計： 282，097，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 420円 � 180円 � 140円 枠 連（7－7） 6，430円

馬 連 �� 6，540円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，510円 �� 350円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 73，600円

票 数

単勝票数 計 161092 的中 � 8310（6番人気）
複勝票数 計 242862 的中 � 10592（8番人気）� 36539（3番人気）� 58485（1番人気）
枠連票数 計 84649 的中 （7－7） 1020（15番人気）
馬連票数 計 378759 的中 �� 4487（23番人気）
馬単票数 計 177944 的中 �� 896（49番人気）
ワイド票数 計 301280 的中 �� 4955（19番人気）�� 4797（21番人気）�� 24519（1番人気）
3連複票数 計 678400 的中 ��� 6983（25番人気）
3連単票数 計 795985 的中 ��� 784（244番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 52．2－3F 39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→
→�」
1
�
2，1，6（9，10）7，5－（3，8）（4，12）＝11・（2，1）－（9，10）7，5，12－8，4＝3＝11

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

勝馬の
紹 介

グランソード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．7．22 中京15着

2015．3．15生 牡6青鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 障害：11戦2勝 賞金 28，500，000円
〔競走中止〕 スズカデヴィアス号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。

15014 6月6日 小雨 稍重 （3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 5，100，000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 グッドインパクト 牝3鹿 54 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 428－ 61：52．9 2．5�
714 レヴィーアクイーン 牝3鹿 54 団野 大成奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484＋ 41：53．85 3．6�
816 メガキャット 牝3栗 54 坂井 瑠星中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 514－ 41：54．01� 20．6�
510 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 440－ 41：54．1� 28．0�
815 バ ン ボ ー レ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 444－ 41：54．31� 4．5�
35 デ シ レ ー 牝3栗 54 幸 英明椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 440－101：54．4� 11．7	
612 プロヴァンスロゼ 牝3栗 54 和田 竜二草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 21：54．61 25．9

23 ガールズヒロイン 牝3黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 432± 0 〃 クビ 96．8�
12 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 438－ 81：54．7アタマ 66．1�
611 シゲルデカスロン 牝3青鹿54 城戸 義政森中 蕃氏 木原 一良 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋ 21：54．8� 26．1
36 バンビーナミノル 牝3黒鹿54 岩田 望来吉岡 實氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B434－ 61：54．9� 31．4�
59 メイショウツキシロ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 41：55．22 91．0�
24 セゾンデフルール 牝3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 434－ 21：55．3� 193．2�
11 アレトゥーザ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 アタマ 34．9�
47 シゲルブチョウ 牝3栗 54 田中 健森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 ハシモトフアーム 436－ 81：58．2大差 291．1�
713 ツーエムプレミアム 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 様似 様似共栄牧場 522 ―2：01．6大差 136．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，626，700円 複勝： 54，227，500円 枠連： 14，445，300円
馬連： 63，466，300円 馬単： 28，772，300円 ワイド： 63，326，900円
3連複： 102，692，800円 3連単： 117，880，700円 計： 478，438，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 460円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，020円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 13，940円

票 数

単勝票数 計 336267 的中 � 107185（1番人気）
複勝票数 計 542275 的中 � 189009（1番人気）� 106402（2番人気）� 15807（8番人気）
枠連票数 計 144453 的中 （4－7） 37163（1番人気）
馬連票数 計 634663 的中 �� 126592（1番人気）
馬単票数 計 287723 的中 �� 32724（1番人気）
ワイド票数 計 633269 的中 �� 97735（1番人気）�� 14001（11番人気）�� 9441（16番人気）
3連複票数 計1026928 的中 ��� 21637（8番人気）
3連単票数 計1178807 的中 ��� 6128（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．5―12．7―12．0―12．3―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．3―50．0―1：02．0―1：14．3―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドインパクト �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．28 阪神4着

2018．3．2生 牝3鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 6戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルブチョウ号・ツーエムプレミアム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

7月6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6日 曇 稍重 （3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 5，100，000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
1：54．7
1：53．7

重
不良

23 フランコイメル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 512＋ 22：01．1 3．2�
713 ネビーイーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 518－ 4 〃 クビ 3．5�
47 シーフードパイセン 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 454＋ 42：01．41� 13．2�
35 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿56 柴山 雄一奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 468＋102：01．82� 87．7�
12 ビオグラフィア 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－182：02．0� 42．7�
59 ミルトディーズ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新ひだか 坂本 春雄 522＋ 62：02．21� 312．4	
510 クロスオブドリーム 牡3鹿 56 団野 大成 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 486＋ 62：02．3クビ 10．8�
611 ミッキーレイナ 牝3鹿 54 吉田 隼人野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488± 02：02．4� 20．3�
714 メイショウセッサイ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 478＋102：02．5� 27．3
815 シルヴェスター 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝
G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム B498＋ 42：03．45 85．9�
48 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋ 22：03．93 6．1�
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 456－ 22：04．0クビ 5．8�
24 ロッキーブレイヴ 牡3鹿 56 和田 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 516－ 42：04．74 503．0�
816 クリノエトワール 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜栗本 守氏 谷 潔 新冠 石郷岡 五月 434－ 22：05．97 305．7�
36 ハイパーソニック �3鹿 56

54 △泉谷 楓真前田 晋二氏 中竹 和也 日高 奥山 博 512± 02：06．64 133．5�
612 クリノインスパイア 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 498－ 22：06．92 367．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，983，200円 複勝： 54，556，600円 枠連： 11，339，400円
馬連： 66，388，300円 馬単： 27，271，800円 ワイド： 62，342，900円
3連複： 101，997，300円 3連単： 109，581，400円 計： 472，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（2－7） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 260円 �� 470円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 389832 的中 � 96941（1番人気）
複勝票数 計 545566 的中 � 142610（1番人気）� 90739（2番人気）� 48429（5番人気）
枠連票数 計 113394 的中 （2－7） 17159（1番人気）
馬連票数 計 663883 的中 �� 98564（1番人気）
馬単票数 計 272718 的中 �� 19197（2番人気）
ワイド票数 計 623429 的中 �� 67623（1番人気）�� 32709（5番人気）�� 21325（9番人気）
3連複票数 計1019973 的中 ��� 42537（4番人気）
3連単票数 計1095814 的中 ��� 10857（11番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．5―13．4―12．8―12．0―12．7―13．5―12．9―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．6―30．1―43．5―56．3―1：08．3―1：21．0―1：34．5―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
3（5，9）（1，2，13）4（10，15）（7，11）8－12，14＝16＝6・（3，5）13（2，9，8）（10，15）11，4，7－（1，14）－（16，12）＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フランコイメル �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．1．10 中京5着

2018．5．16生 牡3黒鹿 母 ケンコウランハート 母母 ブレーヴユアハート 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 クリノエトワール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノエトワール号は，令和3年6月7日から令和3年6月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノインスパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月6日まで平地競

走に出走できない。
ハイパーソニック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月6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〕 クリノエトワール号・クリノインスパイア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月6日まで平

地競走に出走できない。
※クリノインスパイア号・ロッキーブレイヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15016 6月6日 曇 稍重 （3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 5，100，000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

714 ヒロノクイーン 牝3黒鹿 54
51 ▲小沢 大仁サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 478＋ 41：24．7 5．3�

815 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 472＋ 21：25．12� 13．1�
713 トレサイーユ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434＋ 4 〃 クビ 3．5�

23 ラ ウ デ ィ 牡3鹿 56 団野 大成 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 鎌田 正嗣 456± 01：25．2クビ 4．2�
12 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 432－ 21：25．41� 23．5	
510 メイショウメイスイ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 436－ 41：25．5� 12．1

611 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 502－ 41：25．6� 12．0�
24 サンライズヴェリテ 牡3芦 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442－ 21：25．81� 15．5�
48 フィルムスコア 牝3黒鹿54 �島 克駿水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 452－ 61：25．91 12．1
816 ハイフォース 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454－ 21：26．32 389．3�
11 メイショウシマト 牡3青鹿56 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 494＋101：26．51� 182．7�
36 エンタイトルド 牝3栗 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 クビ 47．1�
47 サトノスバル 牡3鹿 56 小崎 綾也 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 464＋ 21：26．82 84．8�
612 ティーティーゴー 牡3栗 56 川又 賢治康本 利幸氏 畑端 省吾 新冠 堤 牧場 B480＋ 21：27．75 24．0�
35 アスクマンカップ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心廣崎利洋HD� 河内 洋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508 ― 〃 クビ 53．9�

59 トムティット 牝3青鹿 54
51 ▲松本 大輝�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 436－ 41：31．5大差 78．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，717，200円 複勝： 57，528，900円 枠連： 14，354，000円
馬連： 66，355，100円 馬単： 25，799，900円 ワイド： 66，350，900円
3連複： 112，194，700円 3連単： 107，194，400円 計： 489，495，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 300円 � 170円 枠 連（7－8） 1，580円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 550円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 33，090円

票 数

単勝票数 計 397172 的中 � 59869（3番人気）
複勝票数 計 575289 的中 � 75725（3番人気）� 42748（6番人気）� 103196（2番人気）
枠連票数 計 143540 的中 （7－8） 7019（7番人気）
馬連票数 計 663551 的中 �� 10763（21番人気）
馬単票数 計 257999 的中 �� 2427（34番人気）
ワイド票数 計 663509 的中 �� 11067（18番人気）�� 32229（3番人気）�� 21347（5番人気）
3連複票数 計1121947 的中 ��� 15702（11番人気）
3連単票数 計1071944 的中 ��� 2348（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―46．6―58．9―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 12，13（8，15）（10，14，6）（2，16）7，3（4，11）1，5＝9 4 12，13，15，8，14，10（2，16，6）（3，7）4，11（1，5）＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒロノクイーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．11．29 阪神2着

2018．3．20生 牝3黒鹿 母 アイアムノココロ 母母 コマーサント 5戦1勝 賞金 8，670，000円
〔発走状況〕 アスクマンカップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トムティット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月6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〕 サトノスバル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月6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） 3頭 クリノキララ号・ケイセブン号・ルージュヴィッフ号
（非抽選馬） 3頭 タイセイロワイヤル号・メイショウレッシ号・ラヴインザチャーム号



15017 6月6日 晴 良 （3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

22 ブレスレスリー 牝2芦 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434 ―1：23．1 14．0�

711 スタニングローズ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480 ―1：23．31� 1．9�
56 マイネルレノン 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：23．4� 5．3�
33 シックザイン 牡2栗 54

51 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 434 ―1：24．46 71．1�

69 コウユーキレカ 牝2青 54 団野 大成加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 ストームファーム
コーポレーション 424 ―1：24．6� 52．1	

45 � ケルンコンサート 牡2芦 54 松田 大作風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond
Farm Inc. 454 ―1：24．7� 77．5


11 ユ イ 牝2鹿 54
50 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 442 ―1：25．01� 22．4�

710 アマノカイザー 牡2鹿 54 森 裕太朗中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 464 ―1：25．1� 115．4�
812 タガノディパートゥ 牝2青鹿54 柴山 雄一八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ― 〃 クビ 139．7
68 レッドバロッサ 牡2鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 11．2�
44 タイガークリスエス 牡2黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 462 ―1：25．41� 116．9�
813� エ ク セ ト ラ 牡2鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle

Club Team 488 ―1：26．14 5．7�
57 ソーマレイオウ 牡2鹿 54 酒井 学 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 492 ―1：26．52� 30．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，183，500円 複勝： 51，688，600円 枠連： 10，196，800円
馬連： 56，914，600円 馬単： 31，316，600円 ワイド： 50，870，700円
3連複： 86，493，700円 3連単： 118，086，500円 計： 461，751，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 190円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 1，200円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 380円 �� 660円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 17，140円

票 数

単勝票数 計 561835 的中 � 33920（5番人気）
複勝票数 計 516886 的中 � 48846（4番人気）� 192323（1番人気）� 70001（3番人気）
枠連票数 計 101968 的中 （2－7） 6553（4番人気）
馬連票数 計 569146 的中 �� 35232（4番人気）
馬単票数 計 313166 的中 �� 6296（12番人気）
ワイド票数 計 508707 的中 �� 34057（3番人気）�� 17817（6番人気）�� 51864（2番人気）
3連複票数 計 864937 的中 ��� 41222（5番人気）
3連単票数 計1180865 的中 ��� 4994（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―47．2―59．3―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 ・（2，9）（4，11）6，7，13，3－8，10，5－12＝1 4 2，9（4，11）（3，6）7（8，13）10，5，12－1

勝馬の
紹 介

ブレスレスリー �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 コ マ ン ズ 初出走

2019．4．14生 牝2芦 母 ハ ッ シ ュ 母母 サ イ レ ン ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15018 6月6日 晴 良 （3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 5，100，000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

12 � 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± 01：33．8 1．6�
24 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 藤岡 康太�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 454－ 41：34．54 9．8�
23 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 432－ 41：34．71� 5．1�
47 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 442± 01：34．9� 12．1�
611 サマースノー 牝3芦 54

53 ☆富田 暁谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 398＋ 21：35．22 177．2�
48 エイシンビルト 牡3芦 56 川又 賢治�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 506－ 2 〃 クビ 99．1	
816 ヤマニンサンパ 牡3芦 56 団野 大成土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 468 ― 〃 アタマ 52．6

11 � レ イ ク ビ ワ 牝3栗 52 和田 竜二 �ニッシンホール

ディングス 中内田充正 豪 Yulong Invest-
ments Yulong Stud 452 ―1：35．3� 13．0�

35 デマントイド 牝3鹿 54
51 ▲小沢 大仁吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 438－ 21：35．4クビ 26．7�

612 メイショウミカワ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 474－ 61：35．61� 16．9
59 ラッセルリー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心田島 政光氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 438－141：36．02� 163．7�

713 シャンプルミー 牝3鹿 54 坂井 瑠星中村 祐子氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 424 ―1：36．42� 63．2�
36 ミ ー テ ィ ア 牝3鹿 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 442 ― 〃 クビ 175．8�
815 ジェネレイトヒート 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－101：36．61� 35．5�
714 ニシノコウメイ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 456＋121：37．02� 351．2�
510 カネトシディーバ 牝3黒鹿54 加藤 祥太兼松 昌男氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 474 ―1：37．31� 167．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，793，000円 複勝： 78，825，800円 枠連： 13，817，200円
馬連： 58，916，200円 馬単： 32，287，700円 ワイド： 57，467，100円
3連複： 96，979，800円 3連単： 148，006，100円 計： 523，092，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（1－2） 220円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 470円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 367930 的中 � 176277（1番人気）
複勝票数 計 788258 的中 � 419009（1番人気）� 60762（3番人気）� 94870（2番人気）
枠連票数 計 138172 的中 （1－2） 48003（1番人気）
馬連票数 計 589162 的中 �� 61782（2番人気）
馬単票数 計 322877 的中 �� 26414（2番人気）
ワイド票数 計 574671 的中 �� 46589（2番人気）�� 104604（1番人気）�� 25820（6番人気）
3連複票数 計 969798 的中 ��� 96342（1番人気）
3連単票数 計1480061 的中 ��� 41149（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―47．6―59．2―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

�サマートゥリスト �
�
父 Dubawi �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2021．5．8 中京2着

2018．2．24生 牝3黒鹿 母 Midsummer Fair 母母 Strawberry Fair 2戦1勝 賞金 7，100，000円
※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 テーオーハーバード号

追 加 記 事（第 4回中京競馬第 1日第 9競走）
〔その他〕　　サンライズローリエ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　サンライズローリエ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和

3年 7月5日まで出走できない。



15019 6月6日 晴 稍重 （3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 7，600，000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 レプンカムイ 牡3黒鹿54 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 480± 01：50．7 2．8�
44 タイセイドレッサー 牡5栗 57 和田 竜二田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 486± 01：51．65 21．3�
11 オンザフェーヴル 牡4栗 57 吉田 隼人廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490＋ 2 〃 クビ 15．3�
77 サステナブル 牡3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 510－ 21：52．02 3．9�
33 キングリスティア 	5青 57

56 ☆富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 B518－ 21：52．53 23．9�
22 メガゴールド 牡3芦 54

51 ▲角田 大和合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 512＋ 21：52．82 6．3	

78 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57 岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B540± 01：53．33 3．4


89 ジ オ ル テ ィ 牡3鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 494＋22 〃 クビ 30．3�
810
 シゲルフタゴザ 牡4黒鹿57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 496＋ 41：54．25 68．4�

（9頭）
66 メイショウマントル 牡3鹿 54 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，733，800円 複勝： 48，022，100円 枠連： 12，481，000円
馬連： 74，508，900円 馬単： 34，671，100円 ワイド： 58，357，700円
3連複： 102，305，500円 3連単： 165，183，900円 計： 543，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 460円 � 400円 枠 連（4－5） 4，020円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 870円 �� 820円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 43，170円

票 数

単勝票数 計 477338 的中 � 131994（1番人気）
複勝票数 計 480221 的中 � 100005（2番人気）� 22652（7番人気）� 27279（5番人気）
枠連票数 計 124810 的中 （4－5） 2406（11番人気）
馬連票数 計 745089 的中 �� 16955（11番人気）
馬単票数 計 346711 的中 �� 4900（18番人気）
ワイド票数 計 583577 的中 �� 17510（8番人気）�� 18803（7番人気）�� 4428（25番人気）
3連複票数 計1023055 的中 ��� 6732（34番人気）
3連単票数 計1651839 的中 ��� 2774（141番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．1―12．6―12．1―11．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．2―49．8―1：01．9―1：13．8―1：26．1―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レプンカムイ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2021．1．10 中京1着

2018．2．23生 牡3黒鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 5戦2勝 賞金 17，600，000円
〔出走取消〕 メイショウマントル号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

15020 6月6日 晴 良 （3中京4） 第2日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （芝・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：58．3
1：56．1

良
良

33 シゲルソウサイ 牡3鹿 54
51 ▲角田 大和森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 488＋ 22：01．0 12．3�

11 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿57 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：01．63� 2．1�
88 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 42：01．92 4．0�
44 ボ ン ベ ー ル 牡5鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 480－ 22：02．11 20．0�
66 テリオスルイ 牡3鹿 54 菱田 裕二鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 464± 02：02．52� 16．3�
22 ロックグラス 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 464－ 42：02．6クビ 13．1	
55 ヤマニンデンファレ 牝3芦 52 坂井 瑠星土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 462＋ 42：03．23� 3．9

77 	
 モントカイザー �5黒鹿57 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 小林 真也 英 Mrs D. du

Feu 476＋ 22：03．84 52．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，681，200円 複勝： 45，794，300円 枠連： 発売なし
馬連： 67，942，100円 馬単： 38，170，800円 ワイド： 50，329，200円
3連複： 83，357，100円 3連単： 190，367，500円 計： 517，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 270円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 460円 �� 700円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 416812 的中 � 26966（4番人気）
複勝票数 計 457943 的中 � 25406（6番人気）� 178768（1番人気）� 65772（3番人気）
馬連票数 計 679421 的中 �� 34217（6番人気）
馬単票数 計 381708 的中 �� 8121（13番人気）
ワイド票数 計 503292 的中 �� 26098（6番人気）�� 15923（10番人気）�� 72371（2番人気）
3連複票数 計 833571 的中 ��� 40429（4番人気）
3連単票数 計1903675 的中 ��� 9275（56番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．9―12．0―12．0―11．7―12．1―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．1―47．0―59．0―1：11．0―1：22．7―1：34．8―1：47．9

コーナー
通過順位

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

2
4
5－4，7（1，3，6）2－8
5－4，6－1，3（7，2，8）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルソウサイ �

父 エピファネイア �


母父 Halling デビュー 2020．7．5 阪神6着

2018．3．27生 牡3鹿 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied 8戦2勝 賞金 14，770，000円
〔発走状況〕 シゲルソウサイ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻4分遅延。



15021 6月6日 晴 良 （3中京4） 第2日 第9競走 ��1，200�
がまごおり

蒲 郡 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54�4歳以上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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

78 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 団野 大成田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 466＋ 61：08．2 6．4�
55 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 57 岩田 望来野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 492－ 21：08．73 7．5�
22 グ ラ ウ ク ス �5栗 57 富田 暁 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：08．91 19．5�
33 ウインスピリタス 牡5鹿 57 泉谷 楓真�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 490＋ 21：09．0� 77．1�
811 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 松田 大作藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 458－ 61：09．1� 9．6	
44 イルミネーター 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 490± 01：09．2� 115．9

810 ドナウエレン 牝3鹿 52 斎藤 新 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472＋ 21：09．3� 1．9�
67 マイネルジェロディ 牡3青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：09．4クビ 5．1�
66 ブラッディムーン 牝5黒鹿55 松若 風馬藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 470＋181：09．5� 50．7
11 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 490＋ 41：09．71� 29．3�
79 	 ズ ア ー 牡7鹿 57 吉田 隼人吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 504－ 8 〃 アタマ 27．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，207，700円 複勝： 78，372，000円 枠連： 15，004，700円
馬連： 112，064，000円 馬単： 55，137，100円 ワイド： 81，491，300円
3連複： 156，651，800円 3連単： 276，546，700円 計： 836，475，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 210円 � 520円 枠 連（5－7） 1，410円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，180円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 30，690円

票 数

単勝票数 計 612077 的中 � 76178（3番人気）
複勝票数 計 783720 的中 � 132750（2番人気）� 102689（3番人気）� 30904（7番人気）
枠連票数 計 150047 的中 （5－7） 8213（5番人気）
馬連票数 計1120640 的中 �� 58497（5番人気）
馬単票数 計 551371 的中 �� 12739（12番人気）
ワイド票数 計 814913 的中 �� 54064（4番人気）�� 16947（14番人気）�� 14315（15番人気）
3連複票数 計1566518 的中 ��� 19478（23番人気）
3連単票数 計2765467 的中 ��� 6531（97番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―10．9―10．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．0―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトゲイナー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2019．8．11 小倉2着

2017．4．20生 牡4青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 17戦3勝 賞金 44，925，000円
〔制裁〕 ズアー号の騎手吉田隼人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・2番）
※出走取消馬 マリーナ号（疾病〔右前挫跖〕のため）

15022 6月6日 晴 稍重 （3中京4） 第2日 第10競走 ��1，800�
や と み

弥 富 特 別
発走14時50分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

79 モダスオペランディ 牡5鹿 57 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528＋ 21：50．7 10．1�

811� リーガルマインド 牡5鹿 57 富田 暁畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 460＋ 21：51．02 38．7�
56 リリーミニスター �4芦 57 吉田 隼人土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 468－ 81：51．31� 6．4�
33 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 川又 賢治相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470＋ 2 〃 クビ 48．4�
55 ホッコーハナミチ 牡3鹿 54 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 472＋ 41：51．51	 2．7�
68 ジョウショーリード 牝4黒鹿55 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 482＋ 81：51．7� 47．6	
22 アースライザー �4栗 57 亀田 温心 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 ハナ 45．6

67 タイセイアゲイン 牡3黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470－ 61：51．8� 3．7�
812� マイネルイヴィンス �5栗 57 坂井 瑠星永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B506－ 21：51．9クビ 53．1�
11 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 菱田 裕二藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454± 01：52．0� 28．2
44 ユアヒストリー 牡3鹿 54 団野 大成百瀬 裕規氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：52．1
 4．5�
710 モーニングサン 牡5鹿 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 462－101：52．52
 109．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，427，700円 複勝： 66，039，000円 枠連： 18，613，300円
馬連： 119，281，700円 馬単： 54，410，600円 ワイド： 85，535，900円
3連複： 179，212，600円 3連単： 267，885，300円 計： 847，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 340円 � 760円 � 220円 枠 連（7－8） 6，530円

馬 連 �� 23，600円 馬 単 �� 42，200円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 1，030円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 33，880円 3 連 単 ��� 303，930円

票 数

単勝票数 計 564277 的中 � 44540（5番人気）
複勝票数 計 660390 的中 � 49300（5番人気）� 19233（7番人気）� 94503（3番人気）
枠連票数 計 186133 的中 （7－8） 2209（17番人気）
馬連票数 計1192817 的中 �� 3917（43番人気）
馬単票数 計 544106 的中 �� 967（80番人気）
ワイド票数 計 855359 的中 �� 5091（39番人気）�� 22155（10番人気）�� 6717（32番人気）
3連複票数 計1792126 的中 ��� 3967（78番人気）
3連単票数 計2678853 的中 ��� 639（534番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．9―49．6―1：01．7―1：13．9―1：26．1―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
6，9，11，8－（3，5）（2，4，7）－10－1，12・（6，9）11，8（3，5）（2，4，7）－（1，12）－10

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

勝馬の
紹 介

モダスオペランディ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．5．26 京都17着

2016．3．17生 牡5鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 18戦2勝 賞金 42，823，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 リリーミニスター号の騎手吉田隼人は，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50，000円。（被害馬：3番）

２レース目



15023 6月6日 晴 良 （3中京4） 第2日 第11競走 ��
��2，000�

たかやま

高山ステークス
発走15時30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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

45 トーセングラン 牡5鹿 57 団野 大成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 436＋ 21：59．8 24．1�

11 シャフトオブライト 牡6栗 57 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460± 0 〃 アタマ 31．8�
58 フライライクバード 牡4黒鹿57 岩田 望来窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：00．01� 2．5�
711 プリマヴィスタ 牡4栗 57 幸 英明加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：00．1クビ 30．2�
813 エ ヒ ト 牡4鹿 57 浜中 俊平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 452－ 6 〃 ハナ 6．9	
712	 ターキッシュパレス 牡4青鹿57 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 472＋ 2 〃 クビ 23．8

814 アドマイヤジョラス 牡7黒鹿57 藤岡 康太近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 42：00．63 104．7�
34 シルヴェリオ 牡4黒鹿57 
島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B494－14 〃 クビ 6．0�
46 モアナアネラ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：00．81� 68．9
610 シャイニーゲール 牡7鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 466－ 4 〃 ハナ 55．7�
57 シ フ ル マ ン 牡5芦 57 川須 栄彦�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 22：01．01� 12．6�
33 ナイトバナレット 牡7芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 62：01．1� 95．9�
69 レザネフォール 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 42：01．62� 14．6�
22 ニホンピロスクーロ �4青鹿57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 498＋ 22：01．71 5．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 94，477，500円 複勝： 110，751，500円 枠連： 44，714，500円
馬連： 258，818，300円 馬単： 95，196，300円 ワイド： 171，560，300円
3連複： 425，827，200円 3連単： 512，092，500円 計： 1，713，438，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 490円 � 540円 � 140円 枠 連（1－4） 15，410円

馬 連 �� 29，820円 馬 単 �� 50，960円

ワ イ ド �� 6，300円 �� 1，660円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 27，160円 3 連 単 ��� 242，650円

票 数

単勝票数 計 944775 的中 � 31284（8番人気）
複勝票数 計1107515 的中 � 47511（7番人気）� 42297（8番人気）� 283553（1番人気）
枠連票数 計 447145 的中 （1－4） 2248（30番人気）
馬連票数 計2588183 的中 �� 6726（58番人気）
馬単票数 計 951963 的中 �� 1401（106番人気）
ワイド票数 計1715603 的中 �� 6845（57番人気）�� 26849（21番人気）�� 32914（14番人気）
3連複票数 計4258272 的中 ��� 11755（87番人気）
3連単票数 計5120925 的中 ��� 1530（643番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．3―48．1―1：00．4―1：12．3―1：23．8―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセングラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．6．23 東京3着

2016．4．2生 牡5鹿 母 スタイルアンドクラス 母母 Pipalong 14戦4勝 賞金 69，083，000円

15024 6月6日 晴 稍重 （3中京4） 第2日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

712 スカリーワグ 牡3栗 54
51 ▲松本 大輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 508± 01：23．9 5．5�
22 スターズプレミア 牡4鹿 57 団野 大成 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 462－ 41：24．53� 6．6�
713 テイエムクイーン 牝4鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 488＋ 41：24．61 22．0�
47 アルメイダミノル 牡3芦 54 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 518＋ 4 〃 アタマ 3．0�
814 テイエムファルコン 牡4栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 492＋ 71：24．91� 53．7�
58 ウ ー ゴ 牡4鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B496－ 81：25．0クビ 23．4	
610 オーマイオーマイ 牡4鹿 57 浜中 俊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 468－ 21：25．1� 9．8

46 テイエムラッシュ 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 498＋ 21：25．2� 13．0�
23 コ ン セ プ ト 牡3青鹿 54

51 ▲角田 大和石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B460± 01：25．4� 8．5�
815 グレアミラージュ 牡4鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B454－ 4 〃 クビ 93．6
59 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B472－ 41：25．61� 9．9�
35 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 446－ 61：25．92 36．2�
611 スプリットロック 牡4栗 57 高倉 稜水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478＋ 41：26．11 164．3�
34 ダンツウィザード 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 472± 01：26．95 36．5�
11 スリーヘリオス �6黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B468－141：27．0クビ 68．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 91，589，900円 複勝： 139，082，600円 枠連： 47，094，600円
馬連： 221，164，500円 馬単： 81，174，600円 ワイド： 185，828，200円
3連複： 383，768，800円 3連単： 442，266，500円 計： 1，591，969，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 230円 � 390円 枠 連（2－7） 980円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，030円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 22，440円 3 連 単 ��� 80，220円

票 数

単勝票数 計 915899 的中 � 133009（2番人気）
複勝票数 計1390826 的中 � 160747（3番人気）� 164573（2番人気）� 83078（8番人気）
枠連票数 計 470946 的中 （2－7） 37101（4番人気）
馬連票数 計2211645 的中 �� 62188（9番人気）
馬単票数 計 811746 的中 �� 12696（16番人気）
ワイド票数 計1858282 的中 �� 43488（12番人気）�� 23404（24番人気）�� 14128（39番人気）
3連複票数 計3837688 的中 ��� 12825（70番人気）
3連単票数 計4422665 的中 ��� 3997（259番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．5―12．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．7―48．2―1：00．5―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．7
3 12（6，7）2，5（3，15）（11，4，14）（1，13）（8，10）9 4 ・（12，6）（2，7）（5，15）3，14（11，13）（1，4）10，8，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカリーワグ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Manduro デビュー 2020．10．17 東京5着

2018．3．11生 牡3栗 母 ジプシーマイラブ 母母 ローズジプシー 6戦2勝 賞金 16，170，000円

４レース目



（3中京4）第2日 6月6日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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

212，670，000円
5，620，000円
20，120，000円
1，250，000円
23，550，000円
67，389，500円
5，053，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
614，530，600円
809，175，100円
210，525，700円
1，203，695，900円
522，003，200円
963，589，100円
1，899，321，300円
2，534，690，000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 8，757，530，900円

総入場人員 2，183名 （有料入場人員 1，974名）
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