
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
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13013 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

812 エピックジョイ 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 武 幸四郎 新ひだか 土居牧場 470－ 21：56．9 3．6�
56 フォーランマリア 牝3鹿 54 酒井 学 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 408＋ 51：57．21� 44．0�
11 スマートグランデ 牝3鹿 54 和田 竜二大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 480－ 2 〃 クビ 3．4�
22 ハギノメーテル 牝3黒鹿54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―1：57．51� 6．3�
710 スマートムーラン 牝3黒鹿54 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 464＋ 4 〃 アタマ 9．8	
68 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B480＋ 21：57．6クビ 4．1

33 タイセイホリデー 牝3栗 54 丸田 恭介田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 428± 01：58．45 16．6�
44 サ ル セ ル 牝3栗 54 国分 恭介中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 468－ 21：58．82� 76．8�
69 クリノサンバ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大河栗本 博晴氏 中尾 秀正 新冠 クラック・ステーブル 448± 01：59．0� 170．1
813 サンマルカーラ 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 488＋ 2 〃 クビ 37．1�
45 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 464± 01：59．21 30．4�
57 クイーンオブロード 牝3鹿 54 岡田 祥嗣増田 和啓氏 安田 翔伍 平取 二風谷ファーム 434＋ 42：00．58 129．4�
711 ローランサン 牝3黒鹿54 太宰 啓介薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 428－ 22：01．77 55．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，613，900円 複勝： 27，424，600円 枠連： 7，193，700円
馬連： 40，342，300円 馬単： 17，100，500円 ワイド： 32，582，400円
3連複： 64，424，900円 3連単： 69，594，800円 計： 278，277，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 510円 � 150円 枠 連（5－8） 3，320円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 290円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 41，020円

票 数

単勝票数 計 196139 的中 � 42542（2番人気）
複勝票数 計 274246 的中 � 58629（1番人気）� 9250（9番人気）� 54380（2番人気）
枠連票数 計 71937 的中 （5－8） 1677（15番人気）
馬連票数 計 403423 的中 �� 4805（19番人気）
馬単票数 計 171005 的中 �� 1480（31番人気）
ワイド票数 計 325824 的中 �� 4442（21番人気）�� 33281（1番人気）�� 4255（23番人気）
3連複票数 計 644249 的中 ��� 7856（20番人気）
3連単票数 計 695948 的中 ��� 1230（133番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．9―13．1―13．2―13．2―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―39．3―52．4―1：05．6―1：18．8―1：31．6―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エピックジョイ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．4．23 福島3着

2019．3．29生 牝3栗 母 オールウェイズラブ 母母 ラ イ ヴ 2戦1勝 賞金 6，500，000円

13014 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時25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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 メイショウヒメゴゼ 牝3栗 54 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470－ 21：26．1 2．2�
714 サンライズタイタン 牡3栗 56 和田 竜二�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B520－ 61：26．95 55．1�
48 リ ョ ウ フ ウ 牡3鹿 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B500－ 41：27．0� 18．0�
36 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿56 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 488＋ 21：27．1� 5．6�
510 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 428＋ 41：27．52� 4．8�
47 エンドレスロード 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 幸貴氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 4 〃 クビ 6．2	
612 ソルトグリーン �3鹿 56 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B496＋ 21：27．6クビ 154．7

35 メイショウテオス 牡3栗 56 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 450－ 81：27．81� 336．3�
815 タマモテラコッタ 牡3芦 56 酒井 学タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B488± 01：28．01� 24．5�
11 スーパーショット 牡3栗 56 古川 吉洋ロイヤルパーク 岡田 稲男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－ 61：28．2� 329．5
12 ファイブジー 牡3鹿 56 小牧 太石川 達絵氏 斉藤 崇史 浦河 桑田牧場 470 ―1：28．41� 98．0�
23 タマモワカムシャ �3鹿 56 柴山 雄一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 B458－ 91：28．5� 165．8�
713 ケイアイメビウス 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 510± 01：28．71� 19．0�
59 エイシングリーマン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 438－ 41：28．8クビ 22．6�
611 アイドルテーラー 牝3黒鹿54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 478 ―1：28．9� 330．4�
24 ブルービーム 牡3鹿 56 長岡 禎仁岡田甲子男氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 468± 01：29．43 117．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，314，600円 複勝： 39，497，000円 枠連： 11，815，800円
馬連： 52，404，200円 馬単： 22，866，100円 ワイド： 44，592，400円
3連複： 80，481，300円 3連単： 86，910，700円 計： 368，882，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 830円 � 310円 枠 連（7－8） 1，390円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 9，310円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 600円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 21，820円 3 連 単 ��� 106，250円

票 数

単勝票数 計 303146 的中 � 109813（1番人気）
複勝票数 計 394970 的中 � 117467（1番人気）� 8528（9番人気）� 27149（5番人気）
枠連票数 計 118158 的中 （7－8） 6558（6番人気）
馬連票数 計 524042 的中 �� 5868（21番人気）
馬単票数 計 228661 的中 �� 1841（28番人気）
ワイド票数 計 445924 的中 �� 6645（17番人気）�� 20382（5番人気）�� 1925（37番人気）
3連複票数 計 804813 的中 ��� 2766（57番人気）
3連単票数 計 869107 的中 ��� 593（274番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．2―12．9―13．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．5―46．7―59．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒメゴゼ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．11．28 阪神3着

2019．3．4生 牝3栗 母 メイショウブーケ 母母 アドマイヤベリー 7戦1勝 賞金 12，390，000円
〔その他〕 ケイアイメビウス号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 キージュピター号

第３回 中京競馬 第２日



13015 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第3競走 1，800�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 5，200，000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

811 メジャークオリティ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 484± 01：56．1 2．7�
44 キージュピター 牡3鹿 56 柴山 雄一北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 B486－ 21：57．05 25．5�
812 ストロンゲスト 牡3芦 56 丸田 恭介阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 490－ 4 〃 ハナ 11．8�
22 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：57．21� 13．5�
55 メイショウヨウホウ 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 448＋ 21：57．4� 192．1�
11 リアルグローリー 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河 CLUB RUN FOR
THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：57．61� 70．5	

68 マイネルシュラーク 牡3鹿 56 斎藤 新 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 474－121：57．81� 11．1�

67 ワンダークエーサー 牡3黒鹿56 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 440＋ 41：58．0� 175．4�
56 ダイナミックリュウ 牡3栗 56 和田 竜二�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 482－ 8 〃 ハナ 8．3
79 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 6 〃 クビ 3．4�
710 エバーグロー 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 482－ 61：58．53 7．1�
33 コ ジ ロ ウ 牡3鹿 56 幸 英明岡 浩二氏 中尾 秀正 日高 藤本 直弘 B486± 02：02．9大差 61．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，705，300円 複勝： 38，675，000円 枠連： 9，648，500円
馬連： 46，074，600円 馬単： 20，839，100円 ワイド： 44，862，700円
3連複： 73，542，200円 3連単： 88，938，400円 計： 349，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 410円 � 300円 枠 連（4－8） 2，490円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 680円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 24，950円

票 数

単勝票数 計 267053 的中 � 78621（1番人気）
複勝票数 計 386750 的中 � 78162（2番人気）� 20616（7番人気）� 30208（6番人気）
枠連票数 計 96485 的中 （4－8） 2999（10番人気）
馬連票数 計 460746 的中 �� 10634（15番人気）
馬単票数 計 208391 的中 �� 3202（21番人気）
ワイド票数 計 448627 的中 �� 8963（16番人気）�� 17710（7番人気）�� 4649（29番人気）
3連複票数 計 735422 的中 ��� 8433（26番人気）
3連単票数 計 889384 的中 ��� 2584（90番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．0―12．9―12．8―12．9―13．1―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．6―50．5―1：03．3―1：16．2―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．9
1
3
9，8，11（2，6）12＝10，1（5，7）4－3・（9，8）（2，11，12）6（5，7）（1，4）10＝3

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

勝馬の
紹 介

メジャークオリティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Quality Road デビュー 2021．7．31 新潟3着

2019．2．15生 牡3鹿 母 マジェスティッククオリティ 母母 She Nuit All 6戦1勝 賞金 8，560，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コジロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月8日まで平地競走に出走

できない。
※キージュピター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13016 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

68 ベリーヴィーナス 牝3黒鹿54 藤岡 康太ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 470－ 82：00．2 3．8�
79 エピプランセス 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 82：00．41� 4．1�
33 ジューンレインボー 牝3青鹿54 幸 英明吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 416－ 22：00．82� 9．1�
55 ベッラアルバ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 2．4�
44 フォルツァモンド 牝3青鹿54 酒井 学永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 398± 02：01．54 57．3	
56 レ デ ィ ベ ル 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 496－ 82：01．6クビ 10．1


812 イズジョーメロディ 牝3栗 54 斎藤 新泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 400± 0 〃 アタマ 203．4�
67 アリアンロッド 牝3栗 54 国分 恭介�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 82：01．7� 17．5�
710 タ マ テ バ コ 牝3青鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 488＋ 62：01．91� 27．1
811 コ ル レ ッ ト 牝3青鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 西村牧場 424－ 82：02．0クビ 126．5�
22 スズカサンサン 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 436＋ 22：02．42� 145．8�
11 メイショウホオベニ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 B444－ 42：03．03� 103．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，484，900円 複勝： 44，830，500円 枠連： 10，242，500円
馬連： 59，226，500円 馬単： 25，635，100円 ワイド： 46，630，300円
3連複： 82，914，100円 3連単： 106，262，300円 計： 411，226，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 230円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 320円 �� 680円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 11，910円

票 数

単勝票数 計 354849 的中 � 73313（2番人気）
複勝票数 計 448305 的中 � 88627（2番人気）� 78107（3番人気）� 41701（4番人気）
枠連票数 計 102425 的中 （6－7） 12729（3番人気）
馬連票数 計 592265 的中 �� 64677（3番人気）
馬単票数 計 256351 的中 �� 12167（6番人気）
ワイド票数 計 466303 的中 �� 40985（3番人気）�� 16592（8番人気）�� 18862（6番人気）
3連複票数 計 829141 的中 ��� 20734（12番人気）
3連単票数 計1062623 的中 ��� 6464（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．8―12．6―12．4―11．9―12．1―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．5―49．1―1：01．5―1：13．4―1：25．5―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
3，5－8，9，4，10－12，6，7－11，1，2
3，5（8，9）6（4，10）－（12，11）（7，2，1）

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

勝馬の
紹 介

ベリーヴィーナス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 New Approach デビュー 2021．10．16 東京4着

2019．3．15生 牝3黒鹿 母 ティーエスベリー 母母 Fauvelia 4戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 ベリーヴィーナス号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



13017 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15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
1：32．3
1：30．3

良
良

59 ブライトオンベイス 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 424＋141：33．4 58．6�

510 スコールユニバンス 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 81：33．5クビ 2．0�

611 バ レ ル 牡3青鹿56 和田 竜二 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 浦河 高岸 順一 476－ 61：33．71� 8．1�

815 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 56 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B494－12 〃 アタマ 5．6�
816 ワイドカイザー 牡3青鹿56 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 484± 01：33．8クビ 11．3�
35 ヤマカツオリオン 牡3鹿 56 古川 吉洋山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 498－121：34．11� 25．5	
713 ビレッジスター 牡3黒鹿56 藤岡 康太吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 2 〃 ハナ 4．5

48 シルバーブレッド 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 426＋ 41：34．31� 32．6�
11 シェヴロンケリー 牝3鹿 54 �島 良太水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 430＋ 21：34．4クビ 34．5�
612 オースミリン 牝3栗 54 柴山 雄一�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 436＋ 41：34．93 90．9
12 シエラメンテ 牝3鹿 54 丸田 恭介木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 474－ 21：35．11� 207．8�
23 サウンドステラ 牝3青鹿54 幸 英明増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 400－ 61：35．2� 113．7�
47 ア シ ュ ラ ン 牡3芦 56 加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 470± 01：35．3� 496．6�
24 タガノヒロック 	3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 41：35．93� 296．0�
36 シゲルユキミザケ 牡3青鹿56 高倉 稜森中 蕃氏 渡辺 薫彦 新冠 中央牧場 496＋ 21：36．64 100．6�
714 ヒラシゲカツ 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅北前孔一郎氏 新谷 功一 新ひだか 中田 英樹 498－ 8 （競走中止） 116．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，076，400円 複勝： 49，874，200円 枠連： 13，629，600円
馬連： 56，451，600円 馬単： 25，009，700円 ワイド： 50，429，900円
3連複： 83，811，500円 3連単： 100，699，400円 計： 414，982，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，860円 複 勝 � 730円 � 120円 � 220円 枠 連（5－5） 4，880円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 13，280円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 4，780円 �� 360円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 155，990円

票 数

単勝票数 計 350764 的中 � 4781（9番人気）
複勝票数 計 498742 的中 � 11279（9番人気）� 160487（1番人気）� 51665（4番人気）
枠連票数 計 136296 的中 （5－5） 2163（15番人気）
馬連票数 計 564516 的中 �� 9242（14番人気）
馬単票数 計 250097 的中 �� 1412（36番人気）
ワイド票数 計 504299 的中 �� 7813（16番人気）�� 2490（39番人気）�� 40623（3番人気）
3連複票数 計 838115 的中 ��� 5830（31番人気）
3連単票数 計1006994 的中 ��� 468（359番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．7―11．9―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―46．5―58．4―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ブライトオンベイス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Miswaki デビュー 2022．1．30 東京7着

2019．5．23生 牝3鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走中止〕 ヒラシゲカツ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 シェヴロンケリー号の騎手�島良太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・13番）

シェヴロンケリー号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔3走成績による出走制限〕 タガノヒロック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走できな

い。

13018 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時45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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

812 スマートラプター 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大河大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 508－ 41：24．5 2．8�

79 フォーチュンテラー 牡3青鹿56 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470± 01：24．71� 4．7�

22 ライラボンド 牡3黒鹿56 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 512＋ 81：24．8クビ 3．9�
710 ヒロノシュン �3芦 56 中井 裕二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 488－101：25．01 8．0�
44 スズカワールド 牡3黒鹿56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 500－ 41：25．74 19．2�
33 マルモリスペシャル 牡3鹿 56 秋山真一郎山下 繁美氏 大橋 勇樹 新冠 佐藤 義紀 522－12 〃 クビ 6．6	
811 バンドールロゼ 牡3栗 56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：26．12� 215．3

11 ドンフクリン 牡3栗 56 丸田 恭介山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 41：26．42 94．4�
56 アランチャータ 牝3黒鹿54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 上村 洋行 新ひだか 嶋田牧場 450－ 81：26．92� 20．7�
68 サエールフェイス 牝3芦 54 酒井 学 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 472＋ 4 〃 クビ 151．9
55 タマモサウルス 牡3芦 56 城戸 義政タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 225．4�
67 クアトロフォンテ 牡3鹿 56 和田 竜二月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 454－ 61：28．07 34．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，051，400円 複勝： 48，482，400円 枠連： 10，049，700円
馬連： 62，923，500円 馬単： 26，566，700円 ワイド： 51，745，300円
3連複： 93，615，700円 3連単： 113，740，300円 計： 448，175，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 320円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，400円

票 数

単勝票数 計 410514 的中 � 115883（1番人気）
複勝票数 計 484824 的中 � 100573（1番人気）� 92382（3番人気）� 92804（2番人気）
枠連票数 計 100497 的中 （7－8） 14566（1番人気）
馬連票数 計 629235 的中 �� 51873（3番人気）
馬単票数 計 265667 的中 �� 13721（2番人気）
ワイド票数 計 517453 的中 �� 38760（3番人気）�� 53235（1番人気）�� 49455（2番人気）
3連複票数 計 936157 的中 ��� 70812（1番人気）
3連単票数 計1137403 的中 ��� 15255（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．1―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．6―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 ・（2，12）（10，11）（3，9）6（4，8）7－1，5 4 ・（2，12）－（10，11）（3，9）（4，6）8（1，7）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートラプター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．1．23 中京7着

2019．2．19生 牡3黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 4戦2勝 賞金 13，450，000円
〔3走成績による出走制限〕 タマモサウルス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走できな

い。



13019 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：57．2
1：56．1

良
良

11 サウンドウォリアー 牡4鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 498＋ 61：59．6 1．7�
77 ルーパステソーロ 牡4芦 57 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 538± 0 〃 ハナ 35．4�
55 サイモンメガライズ 牡4鹿 57 和田 竜二澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B506± 0 〃 ハナ 5．8�
44 ナ ム ラ ド ン 牡5鹿 57

54 ▲大久保友雅奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 496± 01：59．81 12．7�
22 ウインヴァカンス 牝4栗 55 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B462＋ 4 〃 クビ 5．9�
88 � レッドヴァイス �4芦 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 82：00．11� 18．4	
33 ラピスデラビオス 牝4鹿 55 藤懸 貴志名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 422－ 42：00．41� 20．3

66 プラウドルック 牝4鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 22：00．51 8．3�
89 � メイショウハチク �8鹿 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460－ 62：00．71� 72．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，381，000円 複勝： 58，887，300円 枠連： 8，301，400円
馬連： 46，774，100円 馬単： 29，268，100円 ワイド： 39，279，000円
3連複： 65，449，700円 3連単： 142，208，700円 計： 420，549，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 380円 � 160円 枠 連（1－7） 2，670円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 870円 �� 240円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 14，130円

票 数

単勝票数 計 303810 的中 � 137886（1番人気）
複勝票数 計 588873 的中 � 358249（1番人気）� 14374（8番人気）� 51037（3番人気）
枠連票数 計 83014 的中 （1－7） 2404（8番人気）
馬連票数 計 467741 的中 �� 13709（8番人気）
馬単票数 計 292681 的中 �� 7167（10番人気）
ワイド票数 計 392790 的中 �� 10519（12番人気）�� 50457（2番人気）�� 5401（21番人気）
3連複票数 計 654497 的中 ��� 16027（12番人気）
3連単票数 計1422087 的中 ��� 7296（52番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．5―12．2―12．2―12．1―11．9―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．9―48．1―1：00．3―1：12．4―1：24．3―1：35．7―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドウォリアー 
�
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 2020．6．14 阪神8着

2018．2．26生 牡4鹿 母 クインリーグレイス 母母 クイーンモード 10戦2勝 賞金 22，663，000円

13020 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 クリノクラール 牡4鹿 57 太宰 啓介栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 494－ 21：54．1 2．7�
77 � レッドシリウス 牡5青鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 554＋ 81：54．2� 3．5�
66 レスペディーザ 牝4鹿 55 藤岡 康太�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 428＋ 4 〃 クビ 5．0�
44 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

54 ▲角田 大河永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 510± 01：54．62� 24．7�
88 � トップスターサン 牡4黒鹿56 斎藤 新吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

498± 01：54．81� 6．6�
89 � ナムラゴロー 牡4栗 57 藤懸 貴志吉田 勝利氏 小崎 憲 日高 ナカノファーム 472－ 21：54．9アタマ 128．7	
11 � ヴ ェ ラ ー ト 	4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 494－ 21：55．0� 54．3

22 レンツシュピッツェ 牡4栗 57 小崎 綾也�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 5．5�
33 テーオールソー 牡4青鹿 57

54 ▲大久保友雅小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 522＋ 61：57．2大差 97．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 29，569，200円 複勝： 28，686，000円 枠連： 8，490，700円
馬連： 51，510，000円 馬単： 26，961，900円 ワイド： 36，755，900円
3連複： 67，619，000円 3連単： 125，431，600円 計： 375，024，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 190円 �� 230円 �� 470円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 295692 的中 � 86881（1番人気）
複勝票数 計 286860 的中 � 77563（1番人気）� 52298（2番人気）� 43166（3番人気）
枠連票数 計 84907 的中 （5－7） 11827（2番人気）
馬連票数 計 515100 的中 �� 78949（1番人気）
馬単票数 計 269619 的中 �� 16629（5番人気）
ワイド票数 計 367559 的中 �� 55622（1番人気）�� 42145（3番人気）�� 16544（9番人気）
3連複票数 計 676190 的中 ��� 53282（5番人気）
3連単票数 計1254316 的中 ��� 21725（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．0―12．4―12．2―13．1―13．2―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．0―49．4―1：01．6―1：14．7―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．4
1
3
8，9（3，7）－4，6，2－5－1
8－9（6，2）－（7，5）－4，3，1

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

勝馬の
紹 介

クリノクラール 
�
父 タートルボウル 

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2020．10．3 中京5着

2018．4．27生 牡4鹿 母 アスカトップレディ 母母 タガノシャーディ 17戦2勝 賞金 31，370，000円
〔制裁〕 クリノクラール号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



13021 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第9競走 ��2，200�
み か た が は ら

三方ヶ原ステークス
発走14時15分 （芝・左）

4歳以上，3勝クラス，3．5．8以降4．5．1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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．5
2：09．5

良
良

11 プリマヴィスタ 牡5栗 54 藤岡 康太加藤 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 474－ 42：09．0レコード 41．6�

33 イクスプロージョン 牡4鹿 55 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B472－ 62：09．53 6．9�
712 キングスタイル 牝5黒鹿52 浜中 俊廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 420＋ 42：09．7� 13．4�
58 ロードプレジール 牡4黒鹿55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 484＋102：09．81 3．2�
45 ニホンピロタイズ 牡4青鹿56 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 508＋ 82：09．9クビ 4．3�
46 タイセイモンストル 牡5鹿 54 高倉 稜田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484± 02：10．22 47．8	
711 サウンドバーニング 牡10鹿 51 角田 大河増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B436＋ 62：10．52 152．1

814 タ イ ソ ウ 牡4栗 55 幸 英明中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 516± 02：10．6クビ 4．0�
610 タイセイシリウス 牡5鹿 54 国分 恭介田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 492± 0 〃 アタマ 27．1�
57 ジョウショームード 牡6黒鹿52 古川 吉洋熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444± 02：10．91� 135．0
69 ブレークアップ 牡4栗 55 斎藤 新阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 488－ 62：11．43� 9．1�
34 エターナルヴィテス 牡6鹿 52 丸田 恭介永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 480－ 62：12．14 116．7�
813 オレンジペコ 牝5栗 51 城戸 義政今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B490＋ 22：12．31� 42．6�
22 ミヤビパーフェクト �6鹿 54 秋山真一郎村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 482± 02：40．2大差 123．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，443，400円 複勝： 51，417，900円 枠連： 15，996，600円
馬連： 85，592，900円 馬単： 33，454，200円 ワイド： 64，620，900円
3連複： 129，557，700円 3連単： 163，335，300円 計： 584，418，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，160円 複 勝 � 710円 � 210円 � 360円 枠 連（1－3） 11，690円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 29，070円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 6，080円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 40，840円 3 連 単 ��� 352，430円

票 数

単勝票数 計 404434 的中 � 7762（8番人気）
複勝票数 計 514179 的中 � 16060（8番人気）� 77063（4番人気）� 35756（6番人気）
枠連票数 計 159966 的中 （1－3） 1060（23番人気）
馬連票数 計 855929 的中 �� 6706（26番人気）
馬単票数 計 334542 的中 �� 863（66番人気）
ワイド票数 計 646209 的中 �� 7805（19番人気）�� 2679（45番人気）�� 13001（14番人気）
3連複票数 計1295577 的中 ��� 2379（92番人気）
3連単票数 計1633353 的中 ��� 336（613番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―10．5―12．2―12．1―11．9―11．9―12．1―12．1―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�
12．2―22．4―32．9―45．1―57．2―1：09．1―1：21．0―1：33．1―1：45．2―1：56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
13＝9－2，14（3，6，4）（1，5，11）－（8，10）－（7，12）
13＝9，14（3，6，12，4）（1，5，11，8，10）7＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリマヴィスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．12．28 中山5着

2017．2．23生 牡5栗 母 サンヴァンサン 母母 ル ミ ネ ン ス 23戦4勝 賞金 60，211，000円
〔その他〕 ミヤビパーフェクト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

13022 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時50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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

810 ウインマーベル 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B466± 01：19．3 15．9�
22 	 ジャスパークローネ 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 484－ 41：19．61
 54．3�
44 リ ト ス 牝3鹿 54 秋山真一郎ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 410＋ 21：19．7
 33．1�
89 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 斎藤 新小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 466＋ 21：19．8クビ 8．8�
66 カ イ ハ オ ン 牡3鹿 56 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472－ 21：19．9� 31．1�
78 コムストックロード 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 41：20．01 17．0

55 ケイアイオメガ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新ひだか 佐竹 学 464＋ 41：20．53 2．8�
33 ゼットレヨン 牡3鹿 56 酒井 学	フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 472－ 41：20．6
 21．5�
77 	 デヴィルズマーブル 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 480± 01：20．81� 3．2
11 カジュフェイス 牡3鹿 56 幸 英明 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 478± 01：21．22� 4．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，926，900円 複勝： 58，811，600円 枠連： 16，178，600円
馬連： 102，887，900円 馬単： 42，988，100円 ワイド： 79，373，700円
3連複： 135，160，800円 3連単： 202，153，700円 計： 697，481，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 410円 � 1，330円 � 760円 枠 連（2－8） 8，960円

馬 連 �� 25，660円 馬 単 �� 47，620円

ワ イ ド �� 8，280円 �� 3，940円 �� 9，020円

3 連 複 ��� 119，820円 3 連 単 ��� 697，910円

票 数

単勝票数 計 599269 的中 � 30045（5番人気）
複勝票数 計 588116 的中 � 41136（5番人気）� 10984（10番人気）� 20219（9番人気）
枠連票数 計 161786 的中 （2－8） 1398（23番人気）
馬連票数 計1028879 的中 �� 3107（42番人気）
馬単票数 計 429881 的中 �� 677（81番人気）
ワイド票数 計 793737 的中 �� 2626（42番人気）�� 5557（36番人気）�� 2406（44番人気）
3連複票数 計1351608 的中 ��� 846（118番人気）
3連単票数 計2021537 的中 ��� 210（675番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．0―11．3―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―33．7―45．0―56．2―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマーベル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．6．20 札幌3着

2019．5．8生 牡3栗 母 コスモマーベラス 母母 ロ モ ー ラ 10戦3勝 賞金 53，552，000円

１レース目



13023 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

713 シゲルピンクルビー 牝4栗 55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470－ 61：07．1 6．2�
816 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 508± 01：07．31	 4．7�
36 アスタールビー 牝6鹿 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 462± 0 〃 クビ 21．8�
612 サンライズオネスト 牡5黒鹿57 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 474－ 41：07．4
 5．5�
11 グルーヴィット 牡6鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494－161：07．5� 7．3�
818 ファーストフォリオ 牝5栗 54 酒井 学 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 01：07．71	 59．3	
23 � キャプテンドレイク 牡5鹿 56 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 クビ 6．9

24 ケープコッド 牝5黒鹿54 国分 恭介ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 2 〃 ハナ 19．3�
12 レインボーフラッグ 牡9鹿 56 荻野 琢真 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 21：07．8アタマ 135．2
715 ビップウインク 牝5青 54 柴山 雄一鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 520＋14 〃 クビ 36．3�
48 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 54 斎藤 新 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 ハナ 8．9�
59 リ ン ゴ ア メ 牝4黒鹿54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 2 〃 クビ 78．0�
611 タマモメイトウ 牡6黒鹿57 秋山真一郎タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 506＋101：07．9クビ 135．0�
510 トリプルエース 牡5青鹿56 中井 裕二ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 494－ 2 〃 クビ 18．7�
47 チェアリングソング 牡5栗 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：08．0クビ 19．6�
35 アスコルターレ 牡4黒鹿56 小崎 綾也 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442－14 〃 クビ 50．1�
817 サヴォワールエメ 牝6栗 55 太宰 啓介平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 アタマ 107．3�
714 カイザーメランジェ 牡7鹿 58 高倉 稜友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 492＋ 21：08．2
 160．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 86，393，400円 複勝： 116，760，700円 枠連： 55，688，300円
馬連： 259，323，900円 馬単： 87，098，400円 ワイド： 179，033，300円
3連複： 419，106，600円 3連単： 431，051，000円 計： 1，634，455，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 190円 � 560円 枠 連（7－8） 980円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，160円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 66，610円

票 数

単勝票数 計 863934 的中 � 110666（3番人気）
複勝票数 計1167607 的中 � 158780（2番人気）� 183469（1番人気）� 43210（11番人気）
枠連票数 計 556883 的中 （7－8） 43897（1番人気）
馬連票数 計2593239 的中 �� 130181（2番人気）
馬単票数 計 870984 的中 �� 19202（6番人気）
ワイド票数 計1790333 的中 �� 68891（2番人気）�� 20729（31番人気）�� 21689（27番人気）
3連複票数 計4191066 的中 ��� 23950（40番人気）
3連単票数 計4310510 的中 ��� 4691（198番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．1―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―44．7―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．5
3 ・（6，8）13（4，17）（9，15）（1，14）（10，16）3，12（2，5，11）7－18 4 6，8（4，13，17）9（1，15，16）10（3，14，12）（2，5，11）7，18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルピンクルビー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 High Chaparral デビュー 2020．11．15 阪神1着

2018．1．26生 牝4栗 母 ムーンライトベイ 母母 ムーンライトダンス 10戦3勝 賞金 99，229，000円
〔制裁〕 ケープコッド号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アンコールプリュ号・ヴェスターヴァルト号・ギルデッドミラー号・ソッサスブレイ号・ヒュッゲ号・フランツ号・

マイネルアルケミー号・レッドヴェイロン号

13024 5月8日 晴 良 （4中京3） 第2日 第12競走 ��1，900�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

11 サステナブル 牡4鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 B516± 02：01．1 1．8�
77 メイショウコジョウ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 466± 02：01．2� 6．5�
44 ファイヴレター 牡5青鹿57 斎藤 新熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 466－ 42：01．51� 18．3�
33 サンライズゴラッソ 牡4鹿 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 508－ 42：01．71� 4．6�
22 ア ク セ ル 牡4黒鹿57 藤岡 康太中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 514± 02：01．8クビ 7．0�
89 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 464－ 82：02．01 110．5	
88 カ サ デ ガ 牡4芦 57 小崎 綾也杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 456－ 42：02．32 20．5

66 ゴールデンライオン 牡6鹿 57 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 518＋ 42：02．82� 30．4�
55 ダイヤレイジング 牝6栗 55 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 466＋ 42：03．86 19．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 71，504，300円 複勝： 54，506，300円 枠連： 19，736，900円
馬連： 116，924，500円 馬単： 59，279，300円 ワイド： 86，930，600円
3連複： 178，174，500円 3連単： 344，492，200円 計： 931，548，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 170円 � 240円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 290円 �� 410円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 715043 的中 � 309593（1番人気）
複勝票数 計 545063 的中 � 165437（1番人気）� 73517（3番人気）� 41899（5番人気）
枠連票数 計 197369 的中 （1－7） 22084（2番人気）
馬連票数 計1169245 的中 �� 139732（2番人気）
馬単票数 計 592793 的中 �� 49894（2番人気）
ワイド票数 計 869306 的中 �� 86348（2番人気）�� 55156（5番人気）�� 16517（16番人気）
3連複票数 計1781745 的中 ��� 71360（7番人気）
3連単票数 計3444922 的中 ��� 47587（11番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．8―13．1―12．9―12．8―12．5―12．5―12．8―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．5―43．6―56．5―1：09．3―1：21．8―1：34．3―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サステナブル 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．11．1 京都1着

2018．5．19生 牡4鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 11戦3勝 賞金 37，540，000円
※マイネルレンカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（4中京3）第2日 5月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

231，040，000円
8，210，000円
29，460，000円
1，370，000円
30，020，000円
67，429，000円
4，125，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
506，464，700円
617，853，500円
186，972，300円
980，436，000円
417，067，200円
756，836，400円
1，473，858，000円
1，974，818，400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 6，914，306，500円

総入場人員 4，128名 （有料入場人員 3，861名）
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