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15037 6月13日 曇 良 （3中京4） 第4日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4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

33 レッドローゼス 牡7鹿 60 石神 深一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 494＋ 43：18．1 2．9�
58 ヨコスカダンディー 牡5栗 60 小野寺祐太 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 476＋ 83：18．2� 88．7�
610 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 伴 啓太 �YGGホースクラブ 鈴木慎太郎 新ひだか 加野牧場 486± 03：18．51� 23．2�
813 ノーリミッツ 牡5黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 444＋ 4 〃 ハナ 11．8�
46 � コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 482＋ 63：18．6� 7．1	
34 テイエムクロムシャ 牡5青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 484± 03：19．23� 3．4

57 � プラチナポセイドン 牡5芦 60 五十嵐雄祐�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468－ 43：19．41	 70．6�
45 ゲインスプレマシー 
5鹿 60 平沢 健治 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 480－ 23：19．72 5．2�
22 エイトマイル 牡5芦 60 森 一馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 504＋ 83：20．33� 12．4
69 シゲルメイオウセイ 牡4鹿 60 熊沢 重文森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 504＋ 83：22．4大差 101．1�
814 シンクロゲイザー 牡4黒鹿60 大江原 圭松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 446＋ 63：23．57 236．4�
11 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿60 金子 光希門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 492－ 43：23．71� 128．2�
712� イッツザファースト 牡5芦 60 蓑島 靖典飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 480－103：28．2大差 266．0�
711� ターゲリート 牡8黒鹿60 白浜 雄造�G1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 B504＋103：28．83� 34．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，025，500円 複勝： 24，184，700円 枠連： 8，868，600円
馬連： 32，535，600円 馬単： 16，061，900円 ワイド： 27，316，600円
3連複： 59，501，400円 3連単： 67，997，600円 計： 253，491，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 1，450円 � 470円 枠 連（3－5） 3，640円

馬 連 �� 15，350円 馬 単 �� 26，590円

ワ イ ド �� 4，120円 �� 1，010円 �� 11，390円

3 連 複 ��� 59，100円 3 連 単 ��� 367，890円

票 数

単勝票数 計 170255 的中 � 46917（1番人気）
複勝票数 計 241847 的中 � 58354（1番人気）� 3278（11番人気）� 11492（7番人気）
枠連票数 計 88686 的中 （3－5） 1888（11番人気）
馬連票数 計 325356 的中 �� 1642（30番人気）
馬単票数 計 160619 的中 �� 453（56番人気）
ワイド票数 計 273166 的中 �� 1681（31番人気）�� 7233（12番人気）�� 602（52番人気）
3連複票数 計 595014 的中 ��� 755（101番人気）
3連単票数 計 679976 的中 ��� 134（563番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．5－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドローゼス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2016．8．6 新潟3着

2014．4．16生 牡7鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔騎手変更〕 ターゲリート号の騎手上野翔は，第3回東京競馬第3日第1競走での負傷のため白浜雄造に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 オレンジオレンジ号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンタイガ号・マジカルスペル号

15038 6月13日 曇 良 （3中京4） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時35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

47 トレデマンド 牝3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：53．8 4．6�
35 バライロノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 474＋ 41：54．01� 2．6�
36 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 446＋ 41：55．17 64．3�
714 トウカイベルシナル 牝3栗 54 幸 英明内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 440± 01：55．73� 11．2�
12 ブラックソウル 牝3鹿 54 太宰 啓介�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 452－ 2 〃 アタマ 76．7�
611 オスタークラング 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：55．8� 18．1	
23 テーオーラターシュ 牝3鹿 54 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 478－ 41：56．11� 12．7

815 ラ ン ト 牝3黒鹿54 藤岡 康太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 81：56．2クビ 124．6�
713 ブ ル レ ス カ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 61：56．83� 3．9
11 フ ィ リ ア 牝3栗 54 森 裕太朗吉田 千津氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 428－ 61：57．0� 51．2�
24 ブルーモンターニュ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490＋ 61：57．42� 147．1�
510 テイエムオリンピア 牝3黒鹿54 高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 498＋161：57．61 218．1�
612 エ オ ウ ィ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 446± 0 〃 ハナ 303．2�
59 キ ク ノ ボ ワ 牝3芦 54 岡田 祥嗣菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 428－ 41：58．34 124．1�
816 サンマルファミリー 牝3青鹿54 古川 吉洋相馬 勇氏 大根田裕之 平取 びらとり牧場 454＋ 61：59．25 282．1�
48 ハギノダンシング 牝3黒鹿54 藤懸 貴志日隈 良江氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 514－ 62：00．910 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，936，000円 複勝： 44，492，800円 枠連： 11，665，000円
馬連： 55，000，600円 馬単： 23，153，400円 ワイド： 53，326，800円
3連複： 91，478，200円 3連単： 96，305，700円 計： 408，358，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 160円 � 920円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，410円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 27，920円

票 数

単勝票数 計 329360 的中 � 57076（3番人気）
複勝票数 計 444928 的中 � 62032（3番人気）� 87148（2番人気）� 9011（10番人気）
枠連票数 計 116650 的中 （3－4） 16597（3番人気）
馬連票数 計 550006 的中 �� 62051（1番人気）
馬単票数 計 231534 的中 �� 11074（2番人気）
ワイド票数 計 533268 的中 �� 47751（1番人気）�� 3674（27番人気）�� 7825（18番人気）
3連複票数 計 914782 的中 ��� 9360（24番人気）
3連単票数 計 963057 的中 ��� 2500（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．7―51．0―1：03．8―1：16．5―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
5（6，7）1（3，4，14）－9（2，11，13）（12，15）（10，16）8
5（6，7）（1，3，4，14）15（2，9）（12，11，13）10（8，16）

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

勝馬の
紹 介

トレデマンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tiz Wonderful デビュー 2020．8．1 新潟5着

2018．1．24生 牝3鹿 母 コンドコマンド 母母 Yearly Report 6戦1勝 賞金 6，310，000円
〔発走状況〕 サンマルファミリー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルファミリー号・ハギノダンシング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

7月13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウツキシロ号

第４回 中京競馬 第４日



15039 6月13日 曇 良 （3中京4） 第4日 第3競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

36 エイシンディーデイ 牡3栗 56 西村 淳也�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 480＋ 61：25．5 5．1�
611 メイショウヤマツミ 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 522＋101：26．03 82．7�
48 ツウカイアペックス 牡3鹿 56 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 470± 01：26．2� 21．0�
23 ニューフロンティア 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 476＋ 41：26．3� 7．0�
612 カフジドラド 牡3栃栗56 藤懸 貴志加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524－ 21：26．61� 15．8�
24 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 508－ 2 〃 ハナ 5．5	
510 ダノングロッケン �3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 520－181：26．81� 87．6

47 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 B490－121：26．9� 2．5�
35 ワンダーアバロン 牡3栗 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 482＋ 41：27．32� 356．0�
816 エルフバローズ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 富田牧場 468＋ 81：27．72 13．5
11 ブリリアントウェイ 牝3鹿 54 酒井 学�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 422＋121：28．12� 85．8�
713 エムケイゴールド 牡3黒鹿56 国分 優作北前孔一郎氏 大根田裕之 新ひだか 木田 晶範 430－ 21：28．42 112．2�
12 テーオーハーバード 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 504＋101：28．5� 26．6�
714 リーヴルネッサンス 牡3栗 56 荻野 琢真 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 平取 川向高橋育
成牧場 436－ 41：28．81� 63．2�

815 ランスオブマルス 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 466－ 6 〃 ハナ 219．6�

59 ツヨシーフェイス 牡3鹿 56 松山 弘平 STレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 高橋 義浩 B520－201：29．97 17．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，972，000円 複勝： 43，501，000円 枠連： 9，800，800円
馬連： 48，430，200円 馬単： 23，020，900円 ワイド： 49，854，300円
3連複： 81，953，800円 3連単： 86，056，800円 計： 373，589，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 1，980円 � 600円 枠 連（3－6） 3，820円

馬 連 �� 17，480円 馬 単 �� 29，710円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 1，210円 �� 9，030円

3 連 複 ��� 59，790円 3 連 単 ��� 288，840円

票 数

単勝票数 計 309720 的中 � 48286（2番人気）
複勝票数 計 435010 的中 � 54773（4番人気）� 4994（12番人気）� 18051（8番人気）
枠連票数 計 98008 的中 （3－6） 1987（15番人気）
馬連票数 計 484302 的中 �� 2146（41番人気）
馬単票数 計 230209 的中 �� 581（73番人気）
ワイド票数 計 498543 的中 �� 3056（40番人気）�� 10947（12番人気）�� 1393（58番人気）
3連複票数 計 819538 的中 ��� 1028（136番人気）
3連単票数 計 860568 的中 ��� 216（678番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．3―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―47．0―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンディーデイ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．11．7 阪神7着

2018．3．24生 牡3栗 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 6戦1勝 賞金 5，610，000円
〔その他〕 ツヨシーフェイス号は，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。
〔3走成績による出走制限〕 エムケイゴールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノキララ号・ケイセブン号・リアルディール号

15040 6月13日 曇 良 （3中京4） 第4日 第4競走 1，600�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
1：32．3
1：30．3

良
良

612 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± 01：34．3 6．9�

510 シュライエン 牝3黒鹿54 西村 淳也�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 61：34．51� 8．2�

24 モラトリアム 牝3鹿 54 幸 英明安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 436＋ 61：34．82 24．4�
11 オーマイリーベ 牝3鹿 54 和田 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新冠 松浦牧場 458－ 21：34．9� 16．8�
714 ジェムフェザー 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 ハナ 4．0	
59 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442－ 21：35．32 1．8

816 コートゴシップ 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440＋ 6 〃 クビ 150．5�

48 ビューティフローラ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 61：35．61� 126．2�
12 ライズンシャイン 牝3栗 54 国分 優作�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 484－101：35．7� 114．6
815 グレイスキッパー 牝3芦 54 高倉 稜 �ローレルレーシング 杉山 晴紀 浦河 チェスナット

ファーム 426＋12 〃 アタマ 27．3�
713 ハクサンコマチ 牝3栗 54 酒井 学河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 422 ―1：35．8� 72．0�
47 タガノジョリーン 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420－ 61：36．22 71．7�
35 ビジンクライマー 牝3鹿 54 森 裕太朗岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング

フィールド牧場 452＋ 21：36．3� 273．8�
23 グッナイベイビー 牝3黒鹿54 城戸 義政大野 富生氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 420－ 41：36．51 449．1�
611 マーキーショアー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和�下河辺牧場 大久保龍志 日高 下河辺牧場 382 ―1：36．6� 311．3�
（15頭）

36 リアルインパルス 牝3芦 54 古川 吉洋 �京都ホースレーシング 武 英智 浦河 信岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，680，600円 複勝： 71，142，700円 枠連： 11，628，300円
馬連： 52，123，400円 馬単： 28，252，700円 ワイド： 47，513，100円
3連複： 85，909，300円 3連単： 114，790，800円 計： 450，040，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 300円 � 740円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，460円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 40，380円

票 数

単勝票数 差引計 386806（返還計 144） 的中 � 44305（3番人気）
複勝票数 差引計 711427（返還計 129） 的中 � 92472（2番人気）� 62467（4番人気）� 21421（6番人気）
枠連票数 差引計 116283（返還計 2 ） 的中 （5－6） 24742（2番人気）
馬連票数 差引計 521234（返還計 421） 的中 �� 22033（6番人気）
馬単票数 差引計 282527（返還計 188） 的中 �� 6491（10番人気）
ワイド票数 差引計 475131（返還計 387） 的中 �� 24981（4番人気）�� 8137（13番人気）�� 5939（18番人気）
3連複票数 差引計 859093（返還計 1087） 的中 ��� 6523（29番人気）
3連単票数 差引計1147908（返還計 1496） 的中 ��� 2061（111番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．1―12．1―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．8―46．9―59．0―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

シャイニングフジ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．4．3 阪神8着

2018．3．12生 牝3鹿 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔出走取消〕 リアルインパルス号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 グッナイベイビー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンマリンバ号



15041 6月13日 雨 良 （3中京4） 第4日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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
1：08．5
1：07．5

良
良

22 メリトクラシー 牝2黒鹿54 福永 祐一�G1レーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 490 ―1：10．7 2．8�
89 インプロバイザー 牡2芦 54 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 474 ―1：10．91 3．1�
55 ダ グ ザ 牡2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 4．7�
44 ル シ ョ コ ラ 牝2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 448 ― 〃 アタマ 4．4�
11 トーホウラビアン 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 420 ―1：11．11 56．1	

（トーホウダンシング）

33 フェブサンカラ 牝2鹿 54 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 402 ―1：11．95 50．5

88 ダイゴシンリュウ 牡2芦 54

53 ☆斎藤 新長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 412 ―1：13．49 32．7�
77 イチザウイナー 牡2鹿 54 藤懸 貴志奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝

一郎 436 ―1：13．82� 132．3�
66 ジューンピンクマン 牡2青鹿54 幸 英明吉川 潤氏 杉山 佳明 新ひだか 真歌田中牧場 454 ―1：14．65 42．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，074，600円 複勝： 25，426，700円 枠連： 5，500，800円
馬連： 43，089，100円 馬単： 25，432，400円 ワイド： 31，999，000円
3連複： 56，771，200円 3連単： 110，331，100円 計： 350，624，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－8） 430円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 520746 的中 � 152908（1番人気）
複勝票数 計 254267 的中 � 59480（2番人気）� 62655（1番人気）� 44151（4番人気）
枠連票数 計 55008 的中 （2－8） 9719（1番人気）
馬連票数 計 430891 的中 �� 79912（1番人気）
馬単票数 計 254324 的中 �� 23592（1番人気）
ワイド票数 計 319990 的中 �� 48466（1番人気）�� 38564（2番人気）�� 34096（5番人気）
3連複票数 計 567712 的中 ��� 75145（2番人気）
3連単票数 計1103311 的中 ��� 35920（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．8―47．5―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 ・（2，5）（1，4，6）－9，3＝（8，7） 4 ・（2，5）（1，4）（3，6）9＝（8，7）

勝馬の
紹 介

メリトクラシー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Starspangledbanner 初出走

2019．4．21生 牝2黒鹿 母 メ リ オ ー ラ 母母 Messelina 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15042 6月13日 雨 良 （3中京4） 第4日 第6競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時55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
2：09．9
2：09．7

良
良

813 ウインリブルマン 牡3栗 56 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 490－ 42：15．1 1．6�
22 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 522－ 42：15．84 41．0�
712 メイショウケンコン 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 478－ 42：16．01� 19．6�
57 ラピスデラビオス 牝3鹿 54 西村 淳也名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 416± 0 〃 クビ 39．1�
45 � アメリカンマッハ 牡3鹿 56 幸 英明 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

486－102：16．32 4．6�
46 ゲンパチムサシ 牡3鹿 56 川須 栄彦平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 498 ―2：16．61� 49．4	
34 テイエムカチドキ 牡3黒鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 458－ 22：17．02� 29．5

58 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＋ 22：17．42 14．6�
11 � モズトレジャー 牝3栗 54 	島 良太 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Siena

Farms LLC 470＋ 42：17．82� 94．4�
711 ウエストサイド 牡3鹿 56 長岡 禎仁吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 444－102：18．0� 63．6
69 レジスタンスミノル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 456－ 62：18．42� 282．8�
33 ソナトリーチェ 牝3鹿 54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464－ 42：18．51 7．8�
610 ゾグラフォス 牡3鹿 56 藤懸 貴志田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 460－ 62：20．09 177．0�
814 コ ル ス 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 480＋ 42：21．59 33．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，356，700円 複勝： 100，868，100円 枠連： 9，290，100円
馬連： 44，860，000円 馬単： 27，062，900円 ワイド： 40，564，600円
3連複： 72，733，300円 3連単： 110，958，300円 計： 434，694，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 530円 � 350円 枠 連（2－8） 2，160円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 930円 �� 510円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 28，850円

票 数

単勝票数 計 283567 的中 � 139683（1番人気）
複勝票数 計1008681 的中 � 719545（1番人気）� 14719（8番人気）� 23870（5番人気）
枠連票数 計 92901 的中 （2－8） 3326（8番人気）
馬連票数 計 448600 的中 �� 12052（9番人気）
馬単票数 計 270629 的中 �� 5907（11番人気）
ワイド票数 計 405646 的中 �� 11157（9番人気）�� 22059（4番人気）�� 2390（35番人気）
3連複票数 計 727333 的中 ��� 7217（26番人気）
3連単票数 計1109583 的中 ��� 2788（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．2―48．0―1：00．9―1：13．7―1：25．9―1：38．1―1：50．2―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
12，3，13，7（2，11，14）8（1，10）9－4，6，5
12（3，13）7（2，1，14）（11，8）（6，10）4（9，5）

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

勝馬の
紹 介

ウインリブルマン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．7．5 阪神5着

2018．4．29生 牡3栗 母 ウインリバティ 母母 フリーヴァケイション 6戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月13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〕 モズトレジャー号・ウエストサイド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地

競走に出走できない。



15043 6月13日 小雨 良 （3中京4） 第4日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

812 タ ガ ノ ペ カ 牝3鹿 52 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504－ 21：24．1 2．5�

56 プリマグラード 牝4栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋221：24．63 3．6�
68 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 494± 01：25．02� 7．0�
710 ピ ナ 牝3鹿 52

51 ☆斎藤 新畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 474± 01：25．1� 7．3�
22 タイセイエクセル 牝3栗 52

49 ▲角田 大和田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 460＋ 81：25．2� 9．8�
79 ミ ズ リ ー ナ 牝4鹿 55 津村 明秀北山 敏	氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 61：25．31 9．5

67 プリヴェット 牝6鹿 55 城戸 義政下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480－ 81：25．51 114．3�
33 タマモクレマチス 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 460－ 4 〃 クビ 183．2
55 ムーンビード 牝3鹿 52 藤岡 康太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470＋ 21：25．81� 17．2�
811 アークフリゲート 牝4黒鹿55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 432＋181：26．54 79．2�
44 マテラシオン 牝4黒鹿55 西村 淳也大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 444＋141：26．71� 87．9�

（11頭）
11 コ ウ バ コ 牝3栗 52 松山 弘平�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，911，400円 複勝： 47，399，100円 枠連： 8，584，200円
馬連： 57，244，600円 馬単： 26，062，700円 ワイド： 44，561，600円
3連複： 81，310，400円 3連単： 109，461，200円 計： 414，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 差引計 399114（返還計 419） 的中 � 125846（1番人気）
複勝票数 差引計 473991（返還計 328） 的中 � 130262（1番人気）� 80891（2番人気）� 72019（3番人気）
枠連票数 差引計 85842（返還計 321） 的中 （5－8） 14064（2番人気）
馬連票数 差引計 572446（返還計 2081） 的中 �� 73310（2番人気）
馬単票数 差引計 260627（返還計 890） 的中 �� 18728（2番人気）
ワイド票数 差引計 445616（返還計 1363） 的中 �� 49258（1番人気）�� 44003（3番人気）�� 22659（6番人気）
3連複票数 差引計 813104（返還計 5627） 的中 ��� 55041（2番人気）
3連単票数 差引計1094612（返還計 7068） 的中 ��� 19408（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．3―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．7―47．0―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ ペ カ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．10．3 中京8着

2018．3．22生 牝3鹿 母 バレドクール 母母 スターバレリーナ 8戦2勝 賞金 18，700，000円
〔出走取消〕 コウバコ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 プリヴェット号の騎手城戸義政は，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：11番）

15044 6月13日 小雨 稍重 （3中京4） 第4日 第8競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：54．7
1：53．7

重
不良

22 ノースザワールド 牡3青鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 21：59．7 3．8�
33 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿54 津村 明秀佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 528± 0 〃 � 27．4�
45 アスターナランハ 牡3黒鹿54 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B470＋ 42：00．12� 7．3�
57 グリンブルスティ 牡3鹿 54 西村 淳也�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－ 22：00．73� 9．7�
68 リ ヴ ェ ッ ト 牡3鹿 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 478－ 22：00．8� 4．3	
812 ミステリーウェイ �3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B472＋ 62：01．01� 5．9

710 スマートルシーダ 牡3鹿 54 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 478－ 42：01．2� 11．2�
711 クリノドラゴン 牡3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 474＋ 62：01．3� 11．3�
69 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± 02：01．51 15．7
44 サウスオブボーダー 牡8鹿 57 藤岡 康太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B468－122：02．56 106．3�
56 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 福永 祐一トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 516＋ 42：03．03 19．4�
11 シンゼンストロング 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 498－102：03．2� 300．5�
813 メイショウメイユウ 牡4鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446＋ 82：03．41� 89．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，362，100円 複勝： 54，807，500円 枠連： 11，486，300円
馬連： 67，170，500円 馬単： 26，703，400円 ワイド： 62，133，500円
3連複： 109，796，500円 3連単： 121，817，100円 計： 492，276，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 480円 � 210円 枠 連（2－3） 4，290円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 860円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 60，610円

票 数

単勝票数 計 383621 的中 � 79807（1番人気）
複勝票数 計 548075 的中 � 77824（2番人気）� 24430（10番人気）� 72109（3番人気）
枠連票数 計 114863 的中 （2－3） 2075（17番人気）
馬連票数 計 671705 的中 �� 11659（21番人気）
馬単票数 計 267034 的中 �� 3104（27番人気）
ワイド票数 計 621335 的中 �� 10091（23番人気）�� 19310（8番人気）�� 5901（39番人気）
3連複票数 計1097965 的中 ��� 5783（63番人気）
3連単票数 計1218171 的中 ��� 1457（246番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―11．2―13．0―13．0―12．8―12．6―12．8―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―29．8―42．8―55．8―1：08．6―1：21．2―1：34．0―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3
4－6（3，12）7（1，8，9）（5，11）－10，2，13・（4，3）－（8，7，6）12（2，5，9，11）（1，13）10

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

勝馬の
紹 介

ノースザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．4．4生 牡3青鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 8戦2勝 賞金 16，730，000円
〔制裁〕 リヴェット号の騎手角田大和は，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・10番）



15045 6月13日 小雨 稍重 （3中京4） 第4日 第9競走 ��1，200�
え な

恵 � 特 別
発走14時25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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

35 � ジ ゲ ン 牡4鹿 57 松若 風馬林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A
Racing Corp. 450－ 21：11．1 3．5�

611� クーファピーカブー 牝5栗 55 古川 吉洋大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472＋ 61：11．63 47．9�
22 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 534＋ 2 〃 ハナ 44．2�
712 スナークダヴィンチ 牡4鹿 57 福永 祐一杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 486－ 21：11．7クビ 2．9�
58 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 462－ 21：11．91� 12．3�
34 デルマカミカゼ 牡6黒鹿57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 466＋ 4 〃 アタマ 13．4	
23 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 小牧 太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 486＋ 41：12．11� 7．7

713 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 藤岡 康太今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 476± 0 〃 ハナ 10．6�
11 レディオマジック 牡4黒鹿57 藤井勘一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 470－101：12．31	 13．4�
46 シルバークレイン 牝5芦 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 452＋ 21：12．4クビ 59．8
47 � カーンテソーロ 牡5栗 57 酒井 学了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

510－ 41：12．82� 18．3�
814 ロマンスマジック 牝7栗 55 城戸 義政�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 470－141：12．9� 363．2�
815� ウェイクール 牡5鹿 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木慎太郎 日高 山際 辰夫 B510－281：13．22 75．6�
59 グレートバニヤン 牡5鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 546－ 21：13．94 26．2�
610 ダイメイサツキ 
5黒鹿57 高倉 稜宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 476－20 〃 ハナ 233．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，554，800円 複勝： 53，285，400円 枠連： 17，278，300円
馬連： 81，192，300円 馬単： 28，902，600円 ワイド： 68，509，700円
3連複： 126，838，800円 3連単： 139，778，000円 計： 551，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 860円 � 800円 枠 連（3－6） 5，330円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 14，780円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，260円 �� 11，120円

3 連 複 ��� 64，100円 3 連 単 ��� 259，840円

票 数

単勝票数 計 355548 的中 � 81036（2番人気）
複勝票数 計 532854 的中 � 112765（2番人気）� 13319（12番人気）� 14343（11番人気）
枠連票数 計 172783 的中 （3－6） 2508（16番人気）
馬連票数 計 811923 的中 �� 6691（27番人気）
馬単票数 計 289026 的中 �� 1466（47番人気）
ワイド票数 計 685097 的中 �� 5671（35番人気）�� 7912（25番人気）�� 1566（66番人気）
3連複票数 計1268388 的中 ��� 1484（142番人気）
3連単票数 計1397780 的中 ��� 390（651番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジ ゲ ン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Dixie Union デビュー 2019．10．20 京都8着

2017．3．20生 牡4鹿 母 Under Wraps 母母 Unacloud 13戦3勝 賞金 35，285，000円
※出走取消馬 ダノンボヌール号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カイルアコナ号・メイショウヒバリ号
（非抽選馬） 7頭 カネコメアサヒ号・ショウナンバサロ号・シンゼンマックス号・セイドアモール号・テンテキセンセキ号・

ハルワタート号・ミッキーマインド号

15046 6月13日 曇 稍重 （3中京4） 第4日 第10競走 ��2，000�
と こ な め

常 滑 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．6．13以降3．6．6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 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

22 メイショウロセツ 牡6黒鹿55 西村 淳也松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 500± 02：01．5 12．4�
66 タイセイモンストル 牡4鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474－ 22：01．71� 17．1�
11 ホウオウエクレール 牡4鹿 55 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 498± 02：01．9� 5．7�
79 サウンドレベッカ 牝4青鹿53 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460－ 22：02．11� 3．6�
811 ウィズダイヤモンズ 牝4鹿 52 福永 祐一 �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 418－ 2 〃 クビ 4．1�
67 � ココナッツスルー 牝6黒鹿51 酒井 学飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 456－ 42：02．31 72．9	
55 メイショウボサツ 牡4青鹿56 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 480＋ 22：02．4� 5．0

33 レッドルーヴル 牝5黒鹿53 幸 英明 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 468－ 22：02．5� 10．2�
78 ヴ ァ イ ザ ー 牡6黒鹿53 荻野 極 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 60．1
44 	� ファインスティール 牝5鹿 52 富田 暁岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

528＋102：02．92 54．7�
810 リ ノ キ ア ナ 牝4鹿 54 荻野 琢真松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 440＋ 4 〃 アタマ 11．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，897，400円 複勝： 63，778，000円 枠連： 16，100，200円
馬連： 117，865，200円 馬単： 44，637，200円 ワイド： 78，563，000円
3連複： 164，267，700円 3連単： 218，459，300円 計： 753，568，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 330円 � 370円 � 250円 枠 連（2－6） 7，590円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 18，280円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，120円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 12，970円 3 連 単 ��� 109，150円

票 数

単勝票数 計 498974 的中 � 32019（7番人気）
複勝票数 計 637780 的中 � 48967（6番人気）� 43261（8番人気）� 73554（4番人気）
枠連票数 計 161002 的中 （2－6） 1642（23番人気）
馬連票数 計1178652 的中 �� 9820（28番人気）
馬単票数 計 446372 的中 �� 1831（54番人気）
ワイド票数 計 785630 的中 �� 11245（25番人気）�� 18319（19番人気）�� 12619（24番人気）
3連複票数 計1642677 的中 ��� 9494（49番人気）
3連単票数 計2184593 的中 ��� 1451（322番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．1―12．6―12．4―12．3―12．1―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．3―49．9―1：02．3―1：14．6―1：26．7―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
1，4，9，2（7，8，10）－11，6，5－3・（1，4）（2，9）（7，10）（6，8，5）11，3

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

勝馬の
紹 介

メイショウロセツ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．14 中京5着

2015．4．8生 牡6黒鹿 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 16戦3勝 賞金 45，787，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



15047 6月13日 曇 稍重 （3中京4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

さんのみや

三宮ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，2．6．13以降3．6．6まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

612 サンライズホープ 牡4鹿 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B538－ 21：51．2 5．3�
47 ミヤジコクオウ 牡4青鹿55 富田 暁曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512－ 61：51．62� 8．7�
611 メモリーコウ 牝6栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 472＋ 61：51．7� 4．7�
48 サクラアリュール 牡6栗 55 福永 祐一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 474± 01：51．8� 8．7�
713 サトノギャロス 牡5鹿 56 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 526－ 2 〃 クビ 5．7�
12 サンデーウィザード 牡9鹿 55 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466－ 21：51．9クビ 41．6	
815 シ ェ ダ ル 牡4栗 54 荻野 極 
シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 35．2�
510 マリオマッハー 牡4芦 54 森 裕太朗サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 452＋ 41：52．11 18．1�
35 スズカフロンティア 牡7鹿 54 川須 栄彦永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436－ 21：52．52� 51．7
59 ダイシンインディー 牡5栗 54 小牧 太大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 544－ 2 〃 ハナ 130．1�
36 デザートスネーク �7鹿 54 酒井 学石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 484＋ 41：52．6クビ 97．3�
23 タマモサンシーロ 牡5鹿 54 藤岡 康太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 516－ 81：52．7	 13．4�
816 ダイアナブライト 牝5鹿 52 松山 弘平 
キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 456＋12 〃 アタマ 7．6�
11 エアウィンザー �7黒鹿56 松若 風馬 �ラッキーフィールド新谷 功一 千歳 社台ファーム B506－ 41：53．12� 19．9�
24 ヒラボクラターシュ 牡6鹿 56 藤井勘一郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 522＋ 21：53．95 67．3�
714 マイネルユキツバキ 牡6鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534± 01：54．11
 29．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，491，700円 複勝： 98，611，100円 枠連： 48，995，900円
馬連： 227，933，900円 馬単： 75，486，300円 ワイド： 151，189，200円
3連複： 398，771，800円 3連単： 425，499，100円 計： 1，496，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 270円 � 150円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 450円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 28，730円

票 数

単勝票数 計 704917 的中 � 106089（2番人気）
複勝票数 計 986111 的中 � 137391（2番人気）� 78044（6番人気）� 199587（1番人気）
枠連票数 計 489959 的中 （4－6） 57253（2番人気）
馬連票数 計2279339 的中 �� 60412（13番人気）
馬単票数 計 754863 的中 �� 11149（21番人気）
ワイド票数 計1511892 的中 �� 35610（11番人気）�� 91554（2番人気）�� 35500（12番人気）
3連複票数 計3987718 的中 ��� 58382（12番人気）
3連単票数 計4254991 的中 ��� 10737（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．0―51．1―1：02．9―1：14．8―1：26．9―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．4
1
3
12，7，3，16（11，15）（4，6）14（8，9）13－10，5，2－1・（12，9）（3，7，15）11（16，13）（4，6）14（8，5）（2，10）1

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

勝馬の
紹 介

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．3．29生 牡4鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 12戦5勝 賞金 83，525，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アッシェンプッテル号・アポロテネシー号・クリノケンリュウ号・グレートタイム号・ケイアイパープル号・

コマビショウ号・コンカラー号・タイサイ号・ダノンテイオー号・ネオブレイブ号・バスカヴィル号・
プリンスリターン号・メイショウエイコウ号・メイショウワザシ号・レインボーフラッグ号

15048 6月13日 曇 稍重 （3中京4） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：19．2
1：19．0

良
良

33 ディープハーモニー 牡4黒鹿 57
54 ▲角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 480－ 61：21．3 8．3�

55 ルージュグラース 牝3鹿 52 松山 弘平 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422± 01：21．72� 2．7�
44 ピュアカラー 牝4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 446－101：21．8� 3．7�
89 � メイショウコホク 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 506－141：22．12 6．3�
11 マイネルホイッスル 牡4黒鹿57 津村 明秀 �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 478－ 41：22．2� 6．9	
77 サルトアトランテ 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁 �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 466＋ 21：22．73 36．9


22 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 古川 吉洋杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 512－ 61：22．9� 14．8�
810 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55 西村 淳也�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 432± 01：23．0� 27．3�
66 	 トリンカデイラ 牝4栗 55 酒井 学ゴドルフィン 
島 一歩 愛 Diomed Blood-

stock Ltd 434＋ 61：23．42� 20．4
78 	 コンバットマーチ 牝4芦 55 松若 風馬岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 458＋ 21：23．71� 77．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 71，648，800円 複勝： 66，892，800円 枠連： 18，037，300円
馬連： 124，626，500円 馬単： 55，849，500円 ワイド： 90，312，700円
3連複： 181，435，700円 3連単： 319，098，100円 計： 927，901，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 130円 � 130円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 440円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 716488 的中 � 68486（5番人気）
複勝票数 計 668928 的中 � 75046（4番人気）� 154248（1番人気）� 136268（2番人気）
枠連票数 計 180373 的中 （3－5） 11550（5番人気）
馬連票数 計1246265 的中 �� 102703（3番人気）
馬単票数 計 558495 的中 �� 16257（9番人気）
ワイド票数 計 903127 的中 �� 58595（4番人気）�� 46307（6番人気）�� 139821（1番人気）
3連複票数 計1814357 的中 ��� 120853（2番人気）
3連単票数 計3190981 的中 ��� 26385（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．2―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープハーモニー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．7．21 中京7着

2017．3．23生 牡4黒鹿 母 ユキノヴィーナス 母母 スターシーキング 17戦2勝 賞金 23，228，000円

４レース目



（3中京4）第4日 6月13日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

209，290，000円
5，620，000円
19，960，000円
1，410，000円
23，840，000円
67，637，000円
5，226，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
505，911，600円
694，389，900円
177，235，800円
952，071，900円
400，625，900円
745，844，100円
1，510，768，100円
1，920，553，100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 6，907，400，400円

総入場人員 2，280名 （有料入場人員 2，058名）



令和3年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 645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

879，600，000円
23，670，000円
81，370，000円
5，270，000円
99，710，000円
272，659，500円
19，492，500円
6，192，000円

勝馬投票券売得金
2，356，135，200円
3，466，073，400円
784，233，400円
4，505，735，200円
1，932，433，700円
3，664，755，800円
7，268，831，800円
9，404，297，000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 33，382，495，500円

総入場延人員 9，221名 （有料入場延人員 8，301名）
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