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13001 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

33 エリザベスミノル 牝3青鹿54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 41：25．4 8．6�
34 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 2 〃 クビ 4．4�
45 ルージュシェノン 牝3栗 54 D．レーン �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 438－ 41：25．82� 9．6�

（豪）

46 メ ル シ ー 牝3青鹿54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 416－ 41：26．11� 16．9�
57 クインズジュピタ 牝3芦 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 隆栄牧場 472－ 21：26．41� 2．5�
711 ワンスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太康本 利幸氏 石橋 守 新ひだか 橋本牧場 436－ 41：27．04 167．1	
69 ルージュラピュセル 牝3鹿 54 岩田 望来 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 ハナ 3．7

11 リアルファンタジア 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B452－ 21：27．1クビ 71．2�
813 カネトシネメシス 牝3鹿 54 秋山真一郎兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新冠 パカパカ

ファーム 426± 01：28．05 255．5�
22 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 400＋ 6 〃 クビ 49．3
712 ローザロード 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅ディアレストクラブ� 加用 正 日高 シンボリ牧場 424＋ 21：28．2� 63．2�
610 ゲットデザイアー 牝3芦 54 �島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 新ひだか 元道牧場 462－121：29．15 60．7�
58 メイショウトワニ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 426 ― 〃 アタマ 199．7�
814 ポスキアーヴォ 牝3栗 54 松山 弘平会田 浩史氏 高橋 康之 日高 奥山 博 404－141：31．2大差 92．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，608，800円 複勝： 46，846，500円 枠連： 9，716，100円
馬連： 56，405，300円 馬単： 26，760，000円 ワイド： 47，476，800円
3連複： 92，788，200円 3連単： 100，302，300円 計： 409，904，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 190円 � 160円 � 330円 枠 連（3－3） 1，630円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，530円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 296088 的中 � 27268（4番人気）
複勝票数 計 468465 的中 � 65046（4番人気）� 93131（2番人気）� 29035（6番人気）
枠連票数 計 97161 的中 （3－3） 4615（7番人気）
馬連票数 計 564053 的中 �� 25733（6番人気）
馬単票数 計 267600 的中 �� 5165（14番人気）
ワイド票数 計 474768 的中 �� 22149（5番人気）�� 7630（14番人気）�� 14890（11番人気）
3連複票数 計 927882 的中 ��� 15649（11番人気）
3連単票数 計1003023 的中 ��� 2700（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―47．3―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリザベスミノル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．11．7 阪神4着

2019．3．11生 牝3青鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 ポスキアーヴォ号は，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。
※ワンスマイル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13002 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

810� コルドンルージュ 牝3鹿 54 D．レーン �サンデーレーシング 斉藤 崇史 米 Northern
Farm 494－ 21：54．2 1．3�

（豪）

44 サ ハ ラ 牡3鹿 56 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B488＋ 41：54．94 6．1�
77 ミステリーボックス �3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B494＋ 21：56．17 10．7�
66 セイバートゥース �3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B448＋ 21：56．84 5．9�
11 アローゴールド 牡3栗 56 �島 克駿佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 432± 01：56．9� 196．4�
22 ブ タ ン タ ン 牡3芦 56 岡田 祥嗣二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 458＋ 21：57．32� 354．4	
78 フ ェ ー ド ス 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大河 
カナヤマホール
ディングス 石橋 守 新冠 オリエント牧場 480－ 21：58．57 119．4�

33 エアリーリージェン 牝3黒鹿54 浜中 俊小川眞査雄氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 474－ 41：59．45 49．8�
89 ナムラハルク 牡3鹿 56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 492± 02：00．25 39．1
55 アップルマフィン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 414－ 82：03．1大差 237．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，404，800円 複勝： 102，176，900円 枠連： 7，434，200円
馬連： 39，350，800円 馬単： 33，747，700円 ワイド： 35，209，300円
3連複： 57，700，200円 3連単： 157，841，200円 計： 473，865，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（4－8） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 140円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，100円

票 数

単勝票数 計 404048 的中 � 246495（1番人気）
複勝票数 計1021769 的中 � 777033（1番人気）� 72629（2番人気）� 45379（4番人気）
枠連票数 計 74342 的中 （4－8） 22716（1番人気）
馬連票数 計 393508 的中 �� 116930（1番人気）
馬単票数 計 337477 的中 �� 80292（1番人気）
ワイド票数 計 352093 的中 �� 86897（1番人気）�� 33433（3番人気）�� 19507（5番人気）
3連複票数 計 577002 的中 ��� 83273（2番人気）
3連単票数 計1578412 的中 ��� 103375（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．3―49．6―1：02．8―1：15．9―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�コルドンルージュ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Broken Vow デビュー 2022．3．13 中京2着

2019．2．24生 牝3鹿 母 Champagne Room 母母 Lucky to Be Me 2戦1勝 賞金 7，300，000円
〔その他〕 ブタンタン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアリーリージェン号・ナムラハルク号・アップルマフィン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年6月7日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ブタンタン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月7日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 中京競馬 第１日



13003 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第3競走 1，200�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

612 カフジエニアゴン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 494＋121：12．0 26．8�
816 メイショウアポイ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 454＋ 61：12．85 11．8�
12 タイガークリスエス 牡3黒鹿56 秋山真一郎伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 472＋ 21：12．9� 12．5�
714 パレフォーコン 牡3鹿 56 藤岡 康太 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 428 ―1：13．0クビ 36．4�
48 ラブリアージェ 牝3栗 54 池添 謙一 �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 サンコウ牧場 460＋ 21：13．1� 5．7�
23 レッドアクトゥール 牡3青 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B454－ 81：13．31� 1．6	
11 カルディナーレ 牝3黒鹿54 福永 祐一山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 41：13．83 6．8

35 テイエムフェロー 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 500 ― 〃 クビ 253．0�
24 ミレヴィーナス 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 442－101：14．11� 210．1�
59 ジーアネモネ 牝3黒鹿54 国分 優作�ジーホース 松下 武士 新冠 アサヒ牧場 450± 0 〃 アタマ 46．3
611 マルノアンナ 牝3鹿 54 酒井 学丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 422＋ 61：14．31� 86．5�
47 アマノカイザー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 458－ 21：14．51 60．0�
510 ラブリーアタランテ 牝3栗 54 城戸 義政岡田 牧雄氏 畑端 省吾 浦河 藤春 修二 434＋ 61：15．03 555．3�
713 スーサンシーヴァー �3鹿 56 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 464－261：15．21� 156．6�
815 ブ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 田中 健土田 重実氏 中村 直也 新ひだか 土田農場 430－ 2 〃 アタマ 144．8�
36 ス リ ッ ク 牝3栗 54 松若 風馬平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 452－ 41：16．26 239．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，293，700円 複勝： 113，862，900円 枠連： 9，671，800円
馬連： 41，777，000円 馬単： 27，966，700円 ワイド： 43，948，500円
3連複： 70，642，200円 3連単： 104，474，600円 計： 441，637，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 1，930円 � 670円 � 780円 枠 連（6－8） 8，730円

馬 連 �� 13，420円 馬 単 �� 29，130円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 4，220円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 40，840円 3 連 単 ��� 255，890円

票 数

単勝票数 計 292937 的中 � 8737（6番人気）
複勝票数 計1138629 的中 � 14924（7番人気）� 46788（4番人気）� 39072（5番人気）
枠連票数 計 96718 的中 （6－8） 858（20番人気）
馬連票数 計 417770 的中 �� 2411（26番人気）
馬単票数 計 279667 的中 �� 720（51番人気）
ワイド票数 計 439485 的中 �� 3374（27番人気）�� 2660（34番人気）�� 6339（16番人気）
3連複票数 計 706422 的中 ��� 1297（81番人気）
3連単票数 計1044746 的中 ��� 296（426番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．9―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジエニアゴン �
�
父 トランセンド �

�
母父 カ ネ ヒ キ リ デビュー 2021．12．26 阪神8着

2019．3．9生 牝3栗 母 カフジティアラ 母母 テイクザケイク 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 スリック号は，3コーナーから4コーナーにかけて砂をかぶり前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7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〕 ジーアネモネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月7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。
（非当選馬） 1頭 ワンスマイル号
（非抽選馬） 2頭 オグロ号・ミーナティエルナ号

13004 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第4競走 1，900�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

55 グローツラング 牡3芦 56 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 514－ 41：59．9 18．7�

88 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 42：00．32� 1．3�

11 ショウサンキズナ 牡3鹿 56
53 ▲角田 大河鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 516－ 22：02．6大差 21．6�

66 タマモモンレーブ 牡3芦 56 高倉 稜タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 496－ 62：02．7� 169．2�
77 インブレッドセンス 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 2 〃 アタマ 13．3�
22 カレンアップラウゾ 牡3黒鹿56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B488－ 22：02．8クビ 35．0	
44 フォアランナー 牡3栗 56 D．レーン 
キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 512－ 22：03．11� 3．6�

（豪）

33 ミニストロペスカ 牡3栗 56
53 ▲鷲頭 虎太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B436± 02：04．59 268．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，941，900円 複勝： 116，354，400円 枠連： 発売なし
馬連： 43，092，500円 馬単： 32，241，000円 ワイド： 34，990，200円
3連複： 53，695，800円 3連単： 163，447，000円 計： 477，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 220円 � 100円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，000円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 17，450円

票 数

単勝票数 計 339419 的中 � 14500（4番人気）
複勝票数 計1163544 的中 � 28024（3番人気）� 960576（1番人気）� 27215（4番人気）
馬連票数 計 430925 的中 �� 50143（2番人気）
馬単票数 計 322410 的中 �� 6217（8番人気）
ワイド票数 計 349902 的中 �� 32749（2番人気）�� 7865（10番人気）�� 25634（3番人気）
3連複票数 計 536958 的中 ��� 22235（5番人気）
3連単票数 計1634470 的中 ��� 6788（42番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．6―44．0―56．9―1：09．2―1：21．9―1：34．4―1：46．7

コーナー
通過順位

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

2
4
5，8（2，7）6（1，4）－3
5－8，7，2，4，1－6＝3

勝馬の
紹 介

グローツラング 
�
父 ダ ン カ ー ク 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．12 中京7着

2019．5．16生 牡3芦 母 ミスアシング 母母 エ ル ノ ヴ ァ 7戦1勝 賞金 7，280，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13005 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ヤマニンゼスト 牡3鹿 56
53 ▲鷲頭 虎太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 490－ 42：00．7 8．7�

22 サトノリーベ 牝3鹿 54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 430＋ 8 〃 ハナ 2．1�
66 サカジロゴー 牡3鹿 56 高倉 稜ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋ 42：00．91 11．5�
811 ミッキーフローガ 牡3青鹿56 D．レーン 野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－ 42：01．22 2．7�

（豪）

78 ラウルピドゥ 牡3栗 56 川又 賢治 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 466－ 22：01．3クビ 7．1	
810 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 56 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 472± 0 〃 � 94．7

55 ロードランヴェルセ 牡3鹿 56 酒井 学 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B476± 02：01．4クビ 38．4�
33 マイネルユヌスール 牡3青鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 142．8�

44 ロードレガシー �3鹿 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム B438－ 42：02．14 283．0
67 チェリーオントップ 牝3青鹿54 岩田 望来吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム B440－ 6 〃 アタマ 39．1�
79 アーテルレクス 牡3鹿 56 藤懸 貴志江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 506－ 62：05．5大差 127．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，236，200円 複勝： 40，178，500円 枠連： 10，206，700円
馬連： 51，971，900円 馬単： 29，016，800円 ワイド： 42，699，500円
3連複： 76，313，900円 3連単： 127，941，500円 計： 413，565，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 110円 � 200円 枠 連（1－2） 1，250円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 490円 �� 990円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 20，950円

票 数

単勝票数 計 352362 的中 � 32171（4番人気）
複勝票数 計 401785 的中 � 30042（5番人気）� 132948（1番人気）� 42037（4番人気）
枠連票数 計 102067 的中 （1－2） 6298（6番人気）
馬連票数 計 519719 的中 �� 29187（7番人気）
馬単票数 計 290168 的中 �� 6639（12番人気）
ワイド票数 計 426995 的中 �� 22524（6番人気）�� 10334（12番人気）�� 28086（4番人気）
3連複票数 計 763139 的中 ��� 17034（11番人気）
3連単票数 計1279415 的中 ��� 4427（65番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．8―12．2―12．4―12．6―12．2―11．6―11．5―11．7

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―48．7―1：01．1―1：13．7―1：25．9―1：37．5―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
・（9，10，11）（2，4）8，1（7，6）－3，5・（9，11）（2，10）（1，8）（4，6）7（3，5）

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンゼスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 阪神9着

2019．4．16生 牡3鹿 母 ヤマニンバステト 母母 マ ダ ニ ナ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ナムラタタ号の騎手城戸義政は，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：8番・7番・4番）

ロードランヴェルセ号の騎手酒井学は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13006 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第6競走 ��
��1，600�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

77 タガノフィナーレ 牝3黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490－ 21：34．0 156．2�

88 デ ィ オ 牡3黒鹿56 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478－ 21：34．21� 3．3�
55 アストロフィライト 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 クビ 4．5�
89 ジュンブロッサム 牡3黒鹿56 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 1．7�
44 ムーンリットナイト 牡3鹿 56 古川 吉洋 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490± 01：34．72	 64．2	
22 エーティーマクフィ 牡3鹿 56 藤岡 佑介荒木 徹氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 458＋20 〃 クビ 32．7

66 エリカフェリーチェ 牝3鹿 54 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 452＋ 41：34．91	 22．7�
33 デルマグレムリン 牡3栗 56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 434± 01：35．0
 22．9�
11 リュミエールノワル 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河�G1レーシング 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 41：35．1	 76．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，193，300円 複勝： 112，053，300円 枠連： 8，660，600円
馬連： 52，555，000円 馬単： 34，927，700円 ワイド： 43，646，900円
3連複： 91，335，100円 3連単： 175，789，300円 計： 568，161，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，620円 複 勝 � 4，430円 � 240円 � 370円 枠 連（7－8） 4，580円

馬 連 �� 23，120円 馬 単 �� 76，370円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 3，690円 �� 290円

3 連 複 ��� 25，280円 3 連 単 ��� 321，020円

票 数

単勝票数 計 491933 的中 � 2518（9番人気）
複勝票数 計1120533 的中 � 5427（9番人気）� 147148（2番人気）� 81501（3番人気）
枠連票数 計 86606 的中 （7－8） 1463（10番人気）
馬連票数 計 525550 的中 �� 1761（25番人気）
馬単票数 計 349277 的中 �� 343（52番人気）
ワイド票数 計 436469 的中 �� 2590（25番人気）�� 2749（23番人気）�� 46524（3番人気）
3連複票数 計 913351 的中 ��� 2709（33番人気）
3連単票数 計1757893 的中 ��� 397（248番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―12．2―12．1―11．1―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．0―48．2―1：00．3―1：11．4―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

タガノフィナーレ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．6．26 阪神1着

2019．4．2生 牝3黒鹿 母 タガノミューチャン 母母 エイシンミュー 9戦2勝 賞金 18，525，000円



13007 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 タマモダイジョッキ 牡4栗 57 福永 祐一タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 81：19．6 7．1�
11 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55 �島 克駿�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：19．7� 15．4�
47 トーホウディアス 牡4栗 57 浜中 俊東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 6 〃 アタマ 4．5�
610 トーカイキング 牡4栗 57 松若 風馬田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 464－121：20．12� 8．4�
34 テイエムエメラルド 牝4黒鹿55 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 452＋10 〃 ハナ 14．1�
815� バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 吉田 隼人 	キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 478－ 61：20．2� 13．5

611 モズマンジロウ �4鹿 57 藤岡 康太 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 448＋ 61：20．3クビ 19．4�
712 ブレーヴジャッカル 牡4栗 57 D．レーン 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472－ 81：20．4� 2．5�

（豪）

35 � サンアントニオ �5鹿 57 松田 大作椎名 節氏 庄野 靖志 浦河 中神牧場 474－22 〃 ハナ 140．7
23 メイショウオニテ 牡6青鹿57 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 454＋ 81：20．51 86．4�
59 � ダノンローチェ 牡5黒鹿 57

53 ★永島まなみ�ダノックス 高橋 康之 浦河 有限会社
吉田ファーム 542± 01：20．6クビ 161．0�

713 ド リ ア ー ド 牝4青鹿 55
52 ▲角田 大河 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 470－ 6 〃 アタマ 48．9�
58 � キ ュ ロ ン 牡6鹿 57

54 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 41：20．81 299．9�
814 タケルジャック 牡4青鹿57 松山 弘平森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 21：21．33� 22．3�
46 インディペンデント 牡4鹿 57 秋山真一郎高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 464－ 41：21．4クビ 32．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，621，500円 複勝： 58，998，000円 枠連： 14，002，600円
馬連： 63，005，800円 馬単： 25，427，100円 ワイド： 61，496，200円
3連複： 108，903，500円 3連単： 106，435，500円 計： 476，890，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 400円 � 180円 枠 連（1－2） 5，690円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 670円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 55，030円

票 数

単勝票数 計 386215 的中 � 42945（3番人気）
複勝票数 計 589980 的中 � 72267（3番人気）� 32028（6番人気）� 94883（2番人気）
枠連票数 計 140026 的中 （1－2） 1904（21番人気）
馬連票数 計 630058 的中 �� 8915（22番人気）
馬単票数 計 254271 的中 �� 1946（32番人気）
ワイド票数 計 614962 的中 �� 10035（20番人気）�� 24671（6番人気）�� 12719（13番人気）
3連複票数 計1089035 的中 ��� 9207（28番人気）
3連単票数 計1064355 的中 ��� 1402（185番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．2―45．5―56．5―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモダイジョッキ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．1．31 小倉1着

2018．3．31生 牡4栗 母 チャームポット 母母 ホットプレイ 13戦2勝 賞金 34，553，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13008 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第8競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時55分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 ト ウ セ ツ 牡3芦 56 藤岡 康太中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：53．0 3．9�

89 タヒチアンダンス 牝3栗 54 D．レーン 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464－ 21：53．42� 5．1�
（豪）

77 � ボブズヤアンクル 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 大久保龍志 英
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

536± 01：54．57 8．4�
78 � キミコソシャチョウ 牡3芦 56 松田 大作 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-

ners8，LLC 490＋ 1 〃 アタマ 84．7�
33 マリオロード 牡3鹿 56 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 474－ 41：54．6� 7．2�
66 デ ィ サ イ ド 牡3芦 56 	島 克駿前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476＋ 21：54．8
 48．2	
55 ソ ク ラ テ ス 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 61：54．9
 4．0

44 シホノスペランツァ 牡3青鹿56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 81：55．0� 6．5�
810 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 510± 01：55．21 9．3�
11 アスタートリゴン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466－111：56．910 200．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，869，700円 複勝： 62，674，000円 枠連： 10，938，900円
馬連： 74，230，800円 馬単： 29，748，800円 ワイド： 53，738，100円
3連複： 118，022，600円 3連単： 136，457，400円 計： 532，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 170円 � 210円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 370円 �� 520円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 468697 的中 � 95834（1番人気）
複勝票数 計 626740 的中 � 139660（1番人気）� 90190（3番人気）� 66395（5番人気）
枠連票数 計 109389 的中 （2－8） 15515（1番人気）
馬連票数 計 742308 的中 �� 69509（2番人気）
馬単票数 計 297488 的中 �� 12776（4番人気）
ワイド票数 計 537381 的中 �� 39717（2番人気）�� 26236（6番人気）�� 12714（20番人気）
3連複票数 計1180226 的中 ��� 31455（12番人気）
3連単票数 計1364574 的中 ��� 9181（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．1―50．7―1：03．0―1：15．3―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト ウ セ ツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．12．19 阪神2着

2019．4．19生 牡3芦 母 ピ エ リ ー ナ 母母 バイラリーナ 5戦2勝 賞金 20，400，000円
〔制裁〕 ボブズヤアンクル号の騎手池添謙一は，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：9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13009 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

あんじょう

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

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 プライムフェイズ 牡5鹿 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464－ 41：58．4 9．3�
810 ウインリブルマン 牡4栗 57 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 510－ 81：58．5クビ 6．2�
55 カフジアスール 牡4鹿 57 藤岡 佑介加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 478－ 2 〃 アタマ 26．5�
66 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 福永 祐一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 442＋ 2 〃 ハナ 4．9�
11 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 57 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 468＋ 21：58．71� 2．7	
44 トゥルーヴィル 牡5鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 アタマ 4．5

77 ジオフロント 牡4鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：58．8	 13．5�

（豪）

22 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �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 428＋101：59．01� 35．4�

78 オータムヒロイン 牝4鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 6 〃 アタマ 21．1

89 コスモジェミラ 牝5芦 55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 41：59．42	 96．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，906，600円 複勝： 63，826，800円 枠連： 12，725，300円
馬連： 83，180，500円 馬単： 34，091，900円 ワイド： 66，615，100円
3連複： 131，604，800円 3連単： 156，172，600円 計： 591，123，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 320円 � 230円 � 530円 枠 連（3－8） 3，990円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，890円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 18，080円 3 連 単 ��� 108，870円

票 数

単勝票数 計 429066 的中 � 36886（5番人気）
複勝票数 計 638268 的中 � 51844（5番人気）� 83981（4番人気）� 27545（8番人気）
枠連票数 計 127253 的中 （3－8） 2469（17番人気）
馬連票数 計 831805 的中 �� 16185（16番人気）
馬単票数 計 340919 的中 �� 3137（33番人気）
ワイド票数 計 666151 的中 �� 13835（16番人気）�� 5837（32番人気）�� 10045（22番人気）
3連複票数 計1316048 的中 ��� 5458（56番人気）
3連単票数 計1561726 的中 ��� 1040（318番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．6―12．7―12．0―11．9―11．4―11．4―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．3―35．9―48．6―1：00．6―1：12．5―1：23．9―1：35．3―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムフェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．12．21 阪神1着

2017．3．8生 牡5鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 12戦3勝 賞金 47，605，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13010 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第10競走 ��1，600�
く ら が い け

鞍 ケ 池 特 別
発走15時00分 （芝・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

77 リトルクレバー 牡5鹿 57 藤岡 佑介岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 464－ 21：33．4 8．1�
44 リュクスポケット 牡7栗 57 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 516－ 61：33．61� 3．4�
66 スズカトップバゴ 牡4栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 466± 0 〃 アタマ 2．7�
22 メイショウベッピン 牝5鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488± 01：33．81� 5．1�
88 オーマイダーリン 牝5鹿 55 吉田 隼人廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 クビ 4．2�
11 カ ケ ル 牡5鹿 57 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 502－ 4 〃 クビ 62．9	
33 ピースマインド 牡9鹿 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B460－ 61：34．33 36．2

55 � オレオレサララ 牝5鹿 55 高倉 稜トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 510－ 21：34．83 110．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，040，800円 複勝： 34，601，000円 枠連： 発売なし
馬連： 82，610，700円 馬単： 37，333，400円 ワイド： 44，251，200円
3連複： 89，627，100円 3連単： 188，405，000円 計： 519，869，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 550円 �� 290円 �� 200円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 430408 的中 � 42450（5番人気）
複勝票数 計 346010 的中 � 32420（5番人気）� 87904（1番人気）� 80362（2番人気）
馬連票数 計 826107 的中 �� 29866（10番人気）
馬単票数 計 373334 的中 �� 6315（20番人気）
ワイド票数 計 442512 的中 �� 17318（10番人気）�� 37565（4番人気）�� 66815（1番人気）
3連複票数 計 896271 的中 ��� 68823（4番人気）
3連単票数 計1884050 的中 ��� 16100（41番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―11．9―11．6―11．5―11．0―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．5―36．4―48．0―59．5―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

リトルクレバー �

父 キ ズ ナ �


母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．10．27 京都3着

2017．3．3生 牡5鹿 母 イニシャルダブル 母母 ウォートルベリー 19戦3勝 賞金 44，896，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13011 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第11競走 ��
��2，200�第70回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

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

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 896，000円 256，000円 128，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

33 アスクワイルドモア 牡3黒鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 22：09．5レコード 17．8�
811 ヴェローナシチー 牡3芦 56 酒井 学 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 500－ 22：09．6� 17．3�
79 ボルドグフーシュ 牡3栗 56 松田 大作 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 484－ 42：09．81� 10．4�
22 リカンカブール 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ラ・メール 田中 克典 浦河 辻 牧場 488＋ 82：10．22� 156．6�
710 ブラックブロッサム 牡3青 56 D．レーン �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 62：10．3クビ 2．1	
（豪）

56 アップデート 牡3鹿 56 浜中 俊石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 506＋ 22：10．51� 69．5

67 リ ア ド 牡3鹿 56 川田 将雅大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 82：10．6� 6．1�
68 ショウナンアデイブ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486－ 62：11．02� 50．8�
11 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 438＋ 2 〃 ハナ 9．8
44 ストップザタイム 牡3栗 56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 62：12．38 58．4�
55 ミスターホワイト 牡3芦 56 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 506＋ 62：12．51� 16．4�
812 ポッドボレット 牡3鹿 56 福永 祐一小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 502± 02：13．77 5．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 252，127，100円 複勝： 275，980，800円 枠連： 70，391，400円
馬連： 509，415，200円 馬単： 195，145，500円 ワイド： 422，305，200円
3連複： 899，158，800円 3連単： 1，149，900，500円 計： 3，774，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 390円 � 390円 � 320円 枠 連（3－8） 2，530円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 17，150円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 2，080円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 19，830円 3 連 単 ��� 155，470円

票 数

単勝票数 計2521271 的中 � 113040（8番人気）
複勝票数 計2759808 的中 � 183532（7番人気）� 184548（6番人気）� 231297（4番人気）
枠連票数 計 703914 的中 （3－8） 21508（10番人気）
馬連票数 計5094152 的中 �� 52622（25番人気）
馬単票数 計1951455 的中 �� 8531（53番人気）
ワイド票数 計4223052 的中 �� 64637（20番人気）�� 55008（23番人気）�� 76960（18番人気）
3連複票数 計8991588 的中 ��� 34003（62番人気）
3連単票数 計11499005 的中 ��� 5362（389番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―10．6―12．1―12．1―12．1―11．8―11．8―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．0―46．1―58．2―1：10．3―1：22．1―1：33．9―1：45．7―1：57．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクワイルドモア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．11 函館2着

2019．2．23生 牡3黒鹿 母 ラセレシオン 母母 アルゼンチンスター 7戦2勝 賞金 82，902，000円
〔制裁〕 アスクワイルドモア号の騎手岩田望来は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和4年5月21日から令和4年5月22日

まで騎乗停止。（被害馬：4番・7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13012 5月7日 晴 良 （4中京3） 第1日 第12競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

55 � メイショウミチノク 牝6芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 486－ 41：24．9 9．7�
89 � ライズンシャイン 牝4栗 55 国分 優作�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B480± 01：25．21� 90．8�
77 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 450－ 41：25．3� 5．8�
22 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 464－ 6 〃 クビ 2．5�
44 ピュアカラー 牝5黒鹿55 D．レーン �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 458± 01：25．62 5．1	

（豪）

810 ド ロ ー ム 牝4芦 55 松若 風馬 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ
アーム 448＋ 41：25．81 9．7


78 アイリスクォーツ 牝4栗 55
52 ▲大久保友雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B504＋ 41：25．9� 19．9�

11 � メイショウオウギ 牝6芦 55 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 450＋ 21：26．0クビ 5．6�
66 メイショウコミチ 牝6鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：26．95 41．9
33 ジュノエスク 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 452－ 21：27．0クビ 38．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 61，020，100円 複勝： 56，388，900円 枠連： 15，059，500円
馬連： 103，837，600円 馬単： 40，766，400円 ワイド： 71，882，300円
3連複： 126，586，200円 3連単： 184，949，200円 計： 660，490，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 230円 � 1，010円 � 220円 枠 連（5－8） 3，220円

馬 連 �� 24，030円 馬 単 �� 36，260円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 690円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 31，340円 3 連 単 ��� 260，360円

票 数

単勝票数 計 610201 的中 � 50137（6番人気）
複勝票数 計 563889 的中 � 67986（5番人気）� 11598（10番人気）� 76582（4番人気）
枠連票数 計 150595 的中 （5－8） 3620（15番人気）
馬連票数 計1038376 的中 �� 3348（40番人気）
馬単票数 計 407664 的中 �� 843（72番人気）
ワイド票数 計 718823 的中 �� 3643（37番人気）�� 28647（10番人気）�� 4060（36番人気）
3連複票数 計1265862 的中 ��� 3029（78番人気）
3連単票数 計1849492 的中 ��� 515（481番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウミチノク �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2016．3．17生 牝6芦 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 26戦1勝 賞金 25，520，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4中京3）第1日 5月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 133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

268，260，000円
5，620，000円
26，660，000円
1，930，000円
33，120，000円
58，266，000円
3，817，000円
1，276，800円

勝馬投票券売得金
702，264，500円
1，083，942，000円
168，807，100円
1，201，433，100円
547，173，000円
968，259，300円
1，916，378，400円
2，752，116，100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 9，340，373，500円

総入場人員 5，715名 （有料入場人員 5，410名）
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