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13025 5月14日 曇 不良 （4中京3） 第3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

24 クインズグレイト 牝3青鹿54 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 440＋121：54．2 20．0�
816 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54 坂井 瑠星中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B434＋121：54．62� 4．0�
35 アルファカリーナ 牝3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426± 01：54．7� 1．5�
713 クリノフラッグ 牝3鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 452＋ 21：55．33� 18．0�
36 サンマルハート 牝3鹿 54 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 424＋ 41：55．4� 44．7	
47 マルヨミニスター 牝3鹿 54 荻野 琢真野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 508－161：55．71� 58．1

11 クリニエールグラス 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 446＋ 41：56．33� 7．9�
59 ラスターサンライズ 牝3芦 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 420＋ 41：56．4� 373．6�
510 ウインチャチャ 牝3鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440－ 41：56．5� 249．3
815 ポジティブガール 牝3栗 54

51 ▲角田 大河平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B448＋ 41：56．6� 34．4�
611 サマーサンシャイン 牝3鹿 54 森 裕太朗岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 41：56．81 214．7�
12 ム ガ 牝3黒鹿54 古川 吉洋村田 博司氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 460 ―1：56．9� 39．3�
48 ミスルーマー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 412－ 21：57．32� 161．3�

23 エルザストラウム 牝3栗 54 秋山真一郎 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 448－ 41：58．36 96．8�
714 クリノキューチャン 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 坂口 智康 新冠 パカパカ

ファーム B458 ―2：00．3大差 89．1�
612 キ ツ ネ ビ 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太二口 雅一氏 畑端 省吾 新ひだか 静内フアーム 488－ 42：01．15 255．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，586，900円 複勝： 124，551，700円 枠連： 12，901，300円
馬連： 41，693，000円 馬単： 26，408，300円 ワイド： 37，065，400円
3連複： 67，336，200円 3連単： 107，402，300円 計： 445，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 230円 � 140円 � 110円 枠 連（2－8） 3，070円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 900円 �� 520円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 31，270円

票 数

単勝票数 計 285869 的中 � 11385（5番人気）
複勝票数 計1245517 的中 � 32436（5番人気）� 82132（2番人気）� 941843（1番人気）
枠連票数 計 129013 的中 （2－8） 3248（8番人気）
馬連票数 計 416930 的中 �� 8937（11番人気）
馬単票数 計 264083 的中 �� 1859（26番人気）
ワイド票数 計 370654 的中 �� 9299（9番人気）�� 17338（5番人気）�� 46497（2番人気）
3連複票数 計 673362 的中 ��� 27635（4番人気）
3連単票数 計1074023 的中 ��� 2490（83番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．7―12．4―12．8―13．1―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．9―49．6―1：02．0―1：14．8―1：27．9―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
・（1，5）16，4（6，12）13，9－（3，11）（8，15）（7，10）14－2・（1，5，16）4（6，9）13＝10，12（8，14）（7，3，11，2）－15

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

勝馬の
紹 介

クインズグレイト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．26 中京11着

2019．2．22生 牝3青鹿 母 ケイアイエレガント 母母 ポストパレード 8戦1勝 賞金 6，240，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノキューチャン号・キツネビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14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〕 サマーサンシャイン号・ミスルーマー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14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 ジュンダッシュ号

13026 5月14日 曇 不良 （4中京3） 第3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

713 キムケンリアン 牝3青 54 坂井 瑠星木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 424－ 41：25．3 4．3�
47 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 464＋ 21：25．61� 10．4�
36 ビリーズバウンス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 和美氏 武 幸四郎 千歳 ノーザンファーム 472 ―1：25．7� 44．0�
59 シャランガーナ 牡3栗 56 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 486＋ 21：26．01� 8．0�
11 ゲオルギウス 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 462＋ 21：26．1� 35．7�
24 ハルキファイト 牝3鹿 54 幸 英明若草クラブ 中村 直也 浦河 バンブー牧場 B462＋ 41：26．63 52．7	
612 テリオスリノ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 438＋ 6 〃 アタマ 237．6

816 コブラクロー 牡3鹿 56 吉田 隼人山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 558－12 〃 クビ 4．1�
23 ブレスバイルーラー 牡3鹿 56 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 杵臼牧場 508－ 61：26．91� 14．7�
611 モ ズ ユ ウ ガ 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 株式会社

目黒牧場 488＋ 81：27．0� 20．7
714 オ グ ロ 牡3栗 56 国分 恭介幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 476± 01：27．1� 352．9�
48 	 キュルキュマ 牝3栗 54 横山 典弘原 
子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd 436 ―1：27．31� 16．7�
510 ウイングクレバー 牡3黒鹿56 森 裕太朗池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 杵臼斉藤牧場 500 ―1：28．15 361．9�
815 シゲルタヌキ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 468－ 81：28．63 502．0�
35 チ ベ リ ウ ス 牡3鹿 56 福永 祐一桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 前谷 武志 526 ―1：28．91� 3．3�
12 マルカカムイ 牡3栗 56 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488± 01：29．22 389．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，277，400円 複勝： 48，398，800円 枠連： 9，444，400円
馬連： 53，274，200円 馬単： 23，993，800円 ワイド： 49，349，900円
3連複： 87，663，400円 3連単： 88，977，400円 計： 398，379，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 290円 � 960円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，860円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 19，490円 3 連 単 ��� 91，760円

票 数

単勝票数 計 372774 的中 � 67812（3番人気）
複勝票数 計 483988 的中 � 93348（1番人気）� 42648（5番人気）� 10203（11番人気）
枠連票数 計 94444 的中 （4－7） 6284（3番人気）
馬連票数 計 532742 的中 �� 22949（6番人気）
馬単票数 計 239938 的中 �� 5082（13番人気）
ワイド票数 計 493499 的中 �� 20072（6番人気）�� 4309（35番人気）�� 3556（39番人気）
3連複票数 計 876634 的中 ��� 3372（68番人気）
3連単票数 計 889774 的中 ��� 703（320番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．2―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．7―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―3F38．6
3 4（6，9）（11，13）（5，16）（12，14）3，7，15－1＝8＝2，10 4 6（4，9）13（11，16）（5，14）（3，12，7）－15，1＝8＝（2，10）

勝馬の
紹 介

キムケンリアン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．12．18 阪神2着

2019．2．25生 牝3青 母 キョウエイカルラ 母母 レイズユアグラス 5戦1勝 賞金 11，390，000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 ブレイヴルーラー号

第３回 中京競馬 第３日



13027 5月14日 曇 不良 （4中京3） 第3日 第3競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

58 ダンツエスプリ 牡3栗 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 464－ 82：00．0 13．0�
46 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 494－ 42：00．21� 44．0�
610 テーオークレール 牡3鹿 56 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 476± 02：00．3クビ 2．2�
23 ニシノメイタンテイ 牡3黒鹿56 福永 祐一西山 茂行氏 新谷 功一 日高 沖田牧場 482＋ 42：01．25 26．1�
59 グローレジェンド 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 522－142：01．31 6．5�
815 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作	ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 22：01．72� 17．7

22 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 �島 克駿	G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 494＋ 22：01．91� 9．7�
34 メイショウヒシャ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 518＋ 42：02．0クビ 74．5�
712 グッドヴィンテージ 牡3鹿 56 幸 英明平田 修氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 500＋ 82：02．64 4．1
814 ミニストロペスカ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434－ 22：02．92 224．6�
713 ワールドパレス 牡3鹿 56 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 446－ 22：03．11� 187．8�
35 プ ラ ウ サ ス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 474－ 42：03．31 347．4�
47 テイエムアルプス 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 B480＋ 22：04．47 283．4�
11 カレンイモーション 牡3芦 56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 490 ―2：04．92� 11．6�
611 セルリアンコウコウ 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 478 ―2：07．3大差 376．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，967，600円 複勝： 40，521，100円 枠連： 9，584，500円
馬連： 47，658，000円 馬単： 22，865，900円 ワイド： 45，268，700円
3連複： 72，961，400円 3連単： 82，492，700円 計： 352，319，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 250円 � 660円 � 130円 枠 連（4－5） 5，260円

馬 連 �� 14，670円 馬 単 �� 25，100円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 460円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 68，900円

票 数

単勝票数 計 309676 的中 � 18986（6番人気）
複勝票数 計 405211 的中 � 36543（5番人気）� 11224（9番人気）� 112506（1番人気）
枠連票数 計 95845 的中 （4－5） 1410（17番人気）
馬連票数 計 476580 的中 �� 2517（34番人気）
馬単票数 計 228659 的中 �� 683（61番人気）
ワイド票数 計 452687 的中 �� 4033（29番人気）�� 27591（3番人気）�� 9210（14番人気）
3連複票数 計 729614 的中 ��� 7810（24番人気）
3連単票数 計 824927 的中 ��� 868（233番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．5―13．1―12．4―12．5―12．7―12．9―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．0―43．1―55．5―1：08．0―1：20．7―1：33．6―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
6，10（2，15）（4，3）14－（5，12）9－8＝7－13－1－11
6（10，15）（4，2，3）（5，14，12，9）－8＝13－1＝7＝11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツエスプリ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．29 小倉6着

2019．5．5生 牡3栗 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 11戦1勝 賞金 11，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルリアンコウコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14日まで平地

競走に出走できない。

13028 5月14日 曇 重 （4中京3） 第3日 第4競走 1，600�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 1，700，000
1，700，000

円
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

11 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444＋ 21：34．7 4．5�
12 スマートドラフト 牝3鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 436＋ 4 〃 クビ 11．2�
815 フローレンスハニー 牝3芦 54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 422＋ 2 〃 同着 16．7�
816 フ ォ ー ブ ス 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：34．91� 4．0�
510 ミスボニータ 牝3青 54 浜中 俊 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．11� 7．4�
35 スターザサンライズ 牝3芦 54 坂井 瑠星�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 444－ 41：35．31� 7．3	
714 ショウナンナダル 牝3黒鹿54 岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 440－ 41：35．41 15．0

36 エピファニアペスカ 牝3鹿 54 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 462－121：35．61 25．6�
612 アールフォルス 牝3鹿 54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 452－ 4 〃 クビ 6．7
24 タ ケ ト ン ボ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 444＋26 〃 ハナ 40．5�
23 トウシンハナ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�サトー 村山 明 新ひだか 服部 牧場 430＋ 21：36．45 151．4�
713 ブルーグラス 牝3栗 54 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム B456＋ 81：36．82� 51．7�
47 スージーテイラー 牝3青鹿54 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 千歳 社台ファーム 436＋161：37．01� 21．5�
611 クリノイットウセイ 牝3栗 54 松田 大作栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 川島 正広 428 ―1：37．85 430．0�
59 ヨリナホワイト 牝3鹿 54 藤岡 佑介辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 436 ―1：38．33 109．2�
48 サウンドエクラ 牝3芦 54 酒井 学増田 雄一氏 安達 昭夫 新冠 飛渡牧場 416 ―1：39．25 242．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，406，100円 複勝： 57，280，900円 枠連： 13，498，400円
馬連： 56，400，800円 馬単： 23，313，200円 ワイド： 57，507，100円
3連複： 95，854，600円 3連単： 87，663，200円 計： 430，924，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 �
�

320円
350円 枠 連（1－1）（1－8）

900円
230円

馬 連 ��
��

1，080円
1，490円 馬 単 ��

��
1，990円
2，630円

ワ イ ド ��
��

770円
1，150円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ���
���

16，170円
20，010円

票 数

単勝票数 計 394061 的中 � 69649（2番人気）
複勝票数 計 572809 的中 � 92454（2番人気）� 43908（6番人気）� 39008（7番人気）
枠連票数 計 134984 的中 （1－1） 4875（10番人気）（1－8） 25468（1番人気）
馬連票数 計 564008 的中 �� 20369（7番人気）�� 14447（14番人気）
馬単票数 計 233132 的中 �� 4414（10番人気）�� 3302（18番人気）
ワイド票数 計 575071 的中 �� 19814（5番人気）�� 12812（14番人気）�� 8165（25番人気）
3連複票数 計 958546 的中 ��� 10414（23番人気）
3連単票数 計 876632 的中 ��� 1965（83番人気）��� 1587（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．3―46．9―58．7―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピ ラ テ ィ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．1．23 中京6着

2019．3．23生 牝3鹿 母 クラリスピンク 母母 チャーミングクリス 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドエクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14日まで平地競走

に出走できない。



13029 5月14日 晴 重 （4中京3） 第3日 第5競走 2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

77 エンドウノハナ 牡3栗 56 横山 典弘瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 22：15．4 5．6�

44 リッチブラック 牡3青 56 藤岡 康太辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 462－ 82：15．61� 3．6�
66 サトノソラーレ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442＋ 22：15．81� 42．6�
55 メイショウカジヤ �3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 438± 02：16．22� 12．3�
89 プリマヴィータ 牝3栗 54 �島 克駿近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426± 02：16．3クビ 18．5	
78 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 幸 英明泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 484＋ 42：16．62 12．8

810 エクセランソワレ 牝3鹿 54 国分 優作藤井 亮輔氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 468－ 42：17．34 283．0�
11 ムーンスター 牝3栗 54

51 ▲角田 大河田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド B428－ 42：17．4� 151．5�

22 リアルモンスター 牡3青鹿56 秋山真一郎 CLUB RUN FOR
THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 高村牧場 484± 02：17．61� 8．9

33 クロスオブゴールド 牡3栗 56 岩田 望来下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 428－ 82：18．02� 2．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，507，700円 複勝： 35，978，600円 枠連： 7，436，800円
馬連： 44，836，200円 馬単： 22，921，400円 ワイド： 36，884，600円
3連複： 59，925，800円 3連単： 93，399，800円 計： 334，890，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 150円 � 720円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，930円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 50，910円

票 数

単勝票数 計 335077 的中 � 47629（3番人気）
複勝票数 計 359786 的中 � 48966（3番人気）� 82732（2番人気）� 9046（8番人気）
枠連票数 計 74368 的中 （4－7） 7679（3番人気）
馬連票数 計 448362 的中 �� 31005（4番人気）
馬単票数 計 229214 的中 �� 6471（12番人気）
ワイド票数 計 368846 的中 �� 30551（2番人気）�� 2977（25番人気）�� 5678（21番人気）
3連複票数 計 599258 的中 ��� 3619（39番人気）
3連単票数 計 933998 的中 ��� 1330（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―36．2―49．9―1：03．3―1：15．2―1：27．1―1：39．3―1：51．2―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンドウノハナ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．12．4 阪神5着

2019．4．8生 牡3栗 母 ヌングロース 母母 ジェネスタキオン 5戦1勝 賞金 6，670，000円

13030 5月14日 晴 重 （4中京3） 第3日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：06．7
1：06．0

良
良

58 セ リ シ ア 牝4芦 55
52 ▲服部 寿希西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460＋ 21：09．1 17．3�

712� ベ ン ガ ン 牡5芦 57 武 豊小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460＋ 21：09．2クビ 5．6�
33 ヴェールクレール 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 2．2�
813 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426－ 61：09．3� 60．6�

57 モズマンジロウ �4鹿 57 国分 恭介 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 444－ 41：09．4クビ 5．6	
22 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 414＋ 81：09．5� 44．1

46 ルージュグラース 牝4鹿 55 	島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424－ 81：09．71
 18．8�
610 セピアノーツ 牝4芦 55 柴山 雄一谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 480＋ 2 〃 ハナ 137．3�
814 ワンダーカタリナ 牡5鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 522＋12 〃 ハナ 9．1
69 テンシノエア 牝4鹿 55 藤岡 康太�浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 B452± 01：09．8� 65．6�
711 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 450－ 21：09．9� 17．6�
45 ロードリスペクト 牡4鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 中村 直也 浦河 宮内牧場 B488± 0 〃 ハナ 17．2�
34 スペシャリティ 牝4青鹿55 吉田 隼人中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 414－ 2 〃 アタマ 97．9�
11 イ ザ ラ 牝5鹿 55 坂井 瑠星栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 442－ 21：10．21� 19．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，211，600円 複勝： 46，181，800円 枠連： 11，706，900円
馬連： 52，078，000円 馬単： 23，171，100円 ワイド： 51，826，100円
3連複： 78，004，400円 3連単： 84，845，000円 計： 382，024，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 310円 � 180円 � 120円 枠 連（5－7） 1，030円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 13，400円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 740円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 38，930円

票 数

単勝票数 計 342116 的中 � 15780（6番人気）
複勝票数 計 461818 的中 � 26937（7番人気）� 60522（2番人気）� 141928（1番人気）
枠連票数 計 117069 的中 （5－7） 8774（5番人気）
馬連票数 計 520780 的中 �� 8337（14番人気）
馬単票数 計 231711 的中 �� 1296（41番人気）
ワイド票数 計 518261 的中 �� 8473（16番人気）�� 17396（6番人気）�� 43999（2番人気）
3連複票数 計 780044 的中 ��� 17716（7番人気）
3連単票数 計 848450 的中 ��� 1580（120番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―11．1―11．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．0―44．1―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．1
3 10－（6，9）（3，8）12（11，14）4，5，2，1（13，7） 4 10＝（6，9）（3，8）（11，12）（4，14）（2，5）（1，7）－13

勝馬の
紹 介

セ リ シ ア �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．29 新潟2着

2018．2．22生 牝4芦 母 サワノパルファン 母母 サワノプリマベーラ 17戦2勝 賞金 27，550，000円
※イザラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13031 5月14日 晴 不良 （4中京3） 第3日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

23 ウェーブメジャー 牡4鹿 57 藤岡 康太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B476＋ 21：11．9 5．0�
59 � カネトシディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 470－ 21：12．0� 30．2�
814 サウンドプリズム 牡5青鹿57 坂井 瑠星増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B460＋ 21：12．1クビ 2．9�
713� レベルタウン 牡4栗 57

54 ▲角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 516± 01：12．2� 3．0�

712 ワイドモーゼ 牡4青鹿57 松田 大作幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 484－ 4 〃 ハナ 79．2�
11 � コンバットマーチ 牝5芦 55 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 480－ 21：12．41� 54．3�
47 スターオブスパーダ 牡4芦 57 小野寺祐太光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 424± 01：12．61 67．8	
46 � メイショウワダマ 牝5栗 55

52 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 絵笛牧場 458＋ 21：12．92 59．6

35 シングンバズーカ 牡5黒鹿57 酒井 学伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B486± 01：13．0クビ 74．6�
815 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B510＋ 6 〃 クビ 15．3�
58 フェブキラナ 	4栗 57 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464－ 41：13．31
 9．2
610 ミヤコシスター 牝5鹿 55 �島 克駿若草クラブ 中村 直也 むかわ 真壁 信一 B484＋ 81：13．4� 24．0�
611 サウンドヒーロー 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 460－ 2 〃 クビ 193．0�
22 � メイブツシャチョウ 	6黒鹿57 柴山 雄一池田 實氏 藤沢 則雄 新冠 村上 欽哉 444－ 61：13．82� 294．5�
34 メイショウサトワ 牡4黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 518± 0 〃 クビ 18．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，149，400円 複勝： 38，457，500円 枠連： 11，205，800円
馬連： 56，960，300円 馬単： 21，767，400円 ワイド： 48，708，600円
3連複： 83，005，500円 3連単： 86，854，500円 計： 378，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 530円 � 150円 枠 連（2－5） 1，890円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 450円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 53，820円

票 数

単勝票数 計 311494 的中 � 49629（3番人気）
複勝票数 計 384575 的中 � 59724（3番人気）� 13333（8番人気）� 84355（1番人気）
枠連票数 計 112058 的中 （2－5） 4594（6番人気）
馬連票数 計 569603 的中 �� 7397（18番人気）
馬単票数 計 217674 的中 �� 1628（34番人気）
ワイド票数 計 487086 的中 �� 6149（20番人気）�� 30394（3番人気）�� 10258（15番人気）
3連複票数 計 830055 的中 ��� 9608（19番人気）
3連単票数 計 868545 的中 ��� 1170（164番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．4―12．2―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．3―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 ・（3，13）15（1，10）（7，8）9，4（2，12）6－14，11－5 4 ・（3，13）（1，10，15）（7，8）9（4，12）（2，6）－14－（11，5）

勝馬の
紹 介

ウェーブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．27 阪神6着

2018．1．22生 牡4鹿 母 ショウナンワヒネ 母母 メヤディーニ 18戦2勝 賞金 23，060，000円

13032 5月14日 晴 重 （4中京3） 第3日 第8競走 ��3，900�第24回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム4：14．8良

89 タガノエスプレッソ 牡10鹿 60 石神 深一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468± 04：17．7 2．3�

55 ワ ー ウ ル フ 牡5黒鹿60 小野寺祐太窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 454－ 44：17．8� 22．2�
88 ポルトラーノ �6鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492± 04：19．18 5．7�
66 エコロドリーム 牡6栗 60 五十嵐雄祐原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 484＋ 44：19．95 6．9�
77 ノーリミッツ 牡6黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 448＋ 44：20．21� 16．4�
11 シャリオヴァルト �9鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 24：20．94 51．4	
44 メメランタン 牡6芦 60 植野 貴也本谷 惠氏 谷 潔 日高 沖田牧場 538－ 24：27．2大差 76．1

22 	 ホシルミエール �9鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468＋ 64：27．73 30．0�
33 	 セデックカズマ 牡6黒鹿60 森 一馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 508－104：33．4大差 2．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，644，100円 複勝： 32，674，400円 枠連： 9，829，400円
馬連： 57，470，400円 馬単： 32，560，200円 ワイド： 41，756，200円
3連複： 102，987，300円 3連単： 184，879，300円 計： 499，801，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 380円 � 140円 枠 連（5－8） 1，620円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 890円 �� 310円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 376441 的中 � 127401（1番人気）
複勝票数 計 326744 的中 � 68749（3番人気）� 15096（6番人気）� 69285（2番人気）
枠連票数 計 98294 的中 （5－8） 4680（6番人気）
馬連票数 計 574704 的中 �� 15037（10番人気）
馬単票数 計 325602 的中 �� 6241（15番人気）
ワイド票数 計 417562 的中 �� 11432（11番人気）�� 39347（2番人気）�� 7077（19番人気）
3連複票数 計1029873 的中 ��� 18918（18番人気）
3連単票数 計1848793 的中 ��� 6390（64番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．9－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡10鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 障害：14戦5勝 賞金 189，491，000円



13033 5月14日 晴 重 （4中京3） 第3日 第9競走 ��
��2，000�あ ず さ 賞

発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

55 セントカメリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432－ 21：59．6 9．4�
66 ガイアフォース 牡3芦 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 488＋ 21：59．81� 1．6�
22 マテンロウスカイ 牡3栗 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482± 01：59．9� 3．2�
11 サンライズエース 牡3黒鹿56 岩田 望来�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 482＋ 22：00．32 13．5�
77 シゲルローズマリー 牡3青鹿56 	島 克駿森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 466－ 22：00．93� 19．7	
89 スリーエクスプレス 牡3鹿 56 坂井 瑠星永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 42：01．64 32．8

33 セレブレイトガイズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－102：02．13 22．7�
88 メッセージソング 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504－142：02．52� 31．6�
44 タマモエース 牡3栗 56 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 B458－ 62：02．71
 89．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 58，484，000円 複勝： 83，234，100円 枠連： 11，291，400円
馬連： 76，648，600円 馬単： 42，780，400円 ワイド： 61，340，800円
3連複： 117，686，000円 3連単： 229，357，700円 計： 680，823，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 300円 �� 400円 �� 140円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 584840 的中 � 49710（3番人気）
複勝票数 計 832341 的中 � 55770（3番人気）� 393268（1番人気）� 216059（2番人気）
枠連票数 計 112914 的中 （5－6） 10323（2番人気）
馬連票数 計 766486 的中 �� 62900（2番人気）
馬単票数 計 427804 的中 �� 12054（9番人気）
ワイド票数 計 613408 的中 �� 44140（2番人気）�� 30550（6番人気）�� 155414（1番人気）
3連複票数 計1176860 的中 ��� 176037（1番人気）
3連単票数 計2293577 的中 ��� 24692（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．6―12．6―12．1―11．9―12．1―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．5―49．1―1：01．2―1：13．1―1：25．2―1：36．6―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セントカメリア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．10．3 中京2着

2019．2．3生 牝3鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 5戦2勝 賞金 19，280，000円

13034 5月14日 晴 不良 （4中京3） 第3日 第10競走 ��1，800�
み か わ

三河ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．5．15以降4．5．8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 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

24 ス レ イ マ ン 牡4栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 534－ 21：50．3 2．9�
11 テイエムマグマ 牡4鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 504－ 61：50．83 13．3�
815 クリノドラゴン 牡4栗 56 福永 祐一栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482± 01：51．12 6．3�
35 サトノロイヤル 牡4鹿 54 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B504－14 〃 アタマ 38．2�
714 メイショウミカワ 牡4栗 54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484＋101：51．2� 8．9	
612 アズユーフィール 牡4黒鹿55 松山 弘平 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B508± 01：51．3� 17．7

816 スペースクラフト �6芦 54 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498－ 21：51．4� 101．2�
47 � リバプールタウン 牡7鹿 54 角田 大河薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 486－ 41：51．5� 102．4�
12 マーキュリーセブン 牡5黒鹿54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B460＋ 21：51．71 158．2
611 スズカパンサー 牡5栗 53 藤岡 康太永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B470＋101：52．12� 34．0�
59 レプンカムイ 牡4黒鹿55 	島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 484＋ 61：52．31 3．8�
36 ホッコーライデン 牡8黒鹿55 幸 英明北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B528＋ 2 〃 クビ 53．5�
48 ラヴォアドゥース 牝5栃栗52 酒井 学�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474± 01：52．4クビ 75．0�
23 スギノマジェスティ 牡4栗 54 岩田 望来杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 472－ 4 〃 アタマ 13．6�
713 キタノインディ 牡4鹿 55 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 478± 01：52．61 21．4�
510 メイショウヨカゼ 牡5栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 512－181：52．81� 91．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，926，700円 複勝： 91，479，300円 枠連： 24，791，600円
馬連： 131，742，900円 馬単： 47，420，100円 ワイド： 109，605，200円
3連複： 209，031，300円 3連単： 215，190，300円 計： 891，187，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 310円 � 190円 枠 連（1－2） 1，820円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 830円 �� 480円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 619267 的中 � 169206（1番人気）
複勝票数 計 914793 的中 � 183159（1番人気）� 62107（5番人気）� 124797（3番人気）
枠連票数 計 247916 的中 （1－2） 10509（8番人気）
馬連票数 計1317429 的中 �� 47938（8番人気）
馬単票数 計 474201 的中 �� 11025（9番人気）
ワイド票数 計1096052 的中 �� 33752（8番人気）�� 62718（2番人気）�� 15243（20番人気）
3連複票数 計2090313 的中 ��� 29041（14番人気）
3連単票数 計2151903 的中 ��� 7270（44番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．0―12．1―12．3―12．6―12．8―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．2―47．3―59．6―1：12．2―1：25．0―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス レ イ マ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bertolini デビュー 2021．1．31 中京3着

2018．3．4生 牡4栗 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 7戦4勝 賞金 52，263，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベルジュネス号



13035 5月14日 晴 稍重 （4中京3） 第3日 第11競走 ��
��2，000�

みやこおおじ

都大路ステークス（Ｌ）
発走15時35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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 シ フ ル マ ン 牡6芦 56 吉田 隼人�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 22：00．5 3．8�
55 	 ダブルシャープ 牡7鹿 57 幸 英明天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 488－ 2 〃 クビ 10．3�
33 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 478－ 22：00．6
 8．0�

22 ソフトフルート 牝5黒鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 82：00．7� 3．6�

11 ア ラ タ 牡5鹿 57 浜中 俊村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 464＋ 22：00．8� 3．7�
66 ガロアクリーク 牡5鹿 57 �島 克駿水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 512－10 〃 クビ 4．6	
77 	 オレオレサララ 牝5鹿 54 松田 大作トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 510± 02：10．5大差 95．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 67，958，700円 複勝： 47，951，800円 枠連： 発売なし
馬連： 138，462，500円 馬単： 61，712，800円 ワイド： 65，422，500円
3連複： 170，032，200円 3連単： 376，959，500円 計： 928，500，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 230円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 460円 �� 600円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 679587 的中 � 142552（3番人気）
複勝票数 計 479518 的中 � 90109（3番人気）� 42374（6番人気）
馬連票数 計1384625 的中 �� 64353（10番人気）
馬単票数 計 617128 的中 �� 19347（14番人気）
ワイド票数 計 654225 的中 �� 38253（8番人気）�� 27756（11番人気）�� 21672（15番人気）
3連複票数 計1700322 的中 ��� 36698（19番人気）
3連単票数 計3769595 的中 ��� 16587（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．6―50．3―1：02．1―1：14．1―1：25．9―1：37．1―1：48．3

コーナー
通過順位

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

2
4
1，4（2，6）－5－3＝7・（1，4）（2，6）5，3＝7

勝馬の
紹 介

シ フ ル マ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 京都4着

2016．2．16生 牡6芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 27戦5勝 賞金 106，520，000円
〔発走状況〕 ガロアクリーク号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 パトリック号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：1番・2番）
〔調教再審査〕 ガロアクリーク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレオレサララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14日まで平地競走

に出走できない。

13036 5月14日 晴 重 （4中京3） 第3日 第12競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816 ホッコーカリュウ 牝4鹿 55 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476± 01：11．0 17．4�
36 ア シ タ バ 牝4栗 55 松山 弘平佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478－ 2 〃 アタマ 3．4�
11 ブルースコード 牡4黒鹿57 福永 祐一 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484＋ 61：11．21 4．6�
35 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 �島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488＋ 21：11．3� 5．8�
23 パロットビーク 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大河 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 21：11．51� 42．9	

12 レーヴリアン 牝4鹿 55
52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 482－ 41：11．7� 31．3


48 	 ア ス カ ロ ン 牡4鹿 57 岩田 望来小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family
Stables, LLC 476－ 51：11．91� 17．5�

510 アイスリアン 牝4黒鹿55 坂井 瑠星村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：12．0クビ 7．4�
815 ティートラップ 牡5鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 460＋141：12．1� 39．7
24 ブルーダイヤカフェ 牡5青 57 松田 大作西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 538± 0 〃 クビ 8．6�
713
 クリノカサット 牝7栗 55

52 ▲鷲頭 虎太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 458－ 4 〃 クビ 297．7�
714
 エ ヴ ァ ン 牡5鹿 57 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466± 01：12．31 18．6�
611 ハクサンハーバー 牡4栗 57

53 ★永島まなみ河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 472－ 2 〃 クビ 73．9�
612 メイショウナパワン 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486＋ 21：12．51� 176．0�
47 ビートマジック �6黒鹿57 酒井 学岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 474－ 21：13．13� 23．7�
59 ショウナンバサロ 牡4芦 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 494－ 21：13．62� 119．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，038，900円 複勝： 90，748，800円 枠連： 30，230，500円
馬連： 142，358，500円 馬単： 49，569，300円 ワイド： 119，242，100円
3連複： 224，174，700円 3連単： 243，807，200円 計： 967，170，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 420円 � 150円 � 170円 枠 連（3－8） 2，080円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 14，480円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，440円 �� 340円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 69，230円

票 数

単勝票数 計 670389 的中 � 30734（6番人気）
複勝票数 計 907488 的中 � 41359（6番人気）� 178489（1番人気）� 152532（2番人気）
枠連票数 計 302305 的中 （3－8） 11251（9番人気）
馬連票数 計1423585 的中 �� 18919（25番人気）
馬単票数 計 495693 的中 �� 2567（53番人気）
ワイド票数 計1192421 的中 �� 19441（15番人気）�� 19907（13番人気）�� 99948（1番人気）
3連複票数 計2241747 的中 ��� 21433（23番人気）
3連単票数 計2438072 的中 ��� 2553（209番人気）

ハロンタイム 12．4―10．2―11．2―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．6―33．8―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーカリュウ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．15 小倉15着

2018．4．9生 牝4鹿 母 ホッコーザムーン 母母 ネスカベミューズ 9戦3勝 賞金 27，350，000円
〔制裁〕 エヴァン号の騎手国分恭介は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ショウナンバサロ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンバサロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年7月14日まで出走できない。



（4中京3）第3日 5月14日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 159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

280，820，000円
5，330，000円
25，770，000円
1，490，000円
33，240，000円
69，024，000円
5，173，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
528，159，100円
737，458，800円
151，921，000円
899，583，400円
398，483，900円
723，977，200円
1，368，662，800円
1，881，828，900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 6，690，075，100円

総入場人員 3，549名 （有料入場人員 3，250名）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


