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13049 5月21日 小雨 良 （4中京3） 第5日 第1競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 スパークルアイズ 牝3鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 81：56．3 2．0�

67 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 B482＋ 21：56．61� 5．5�
33 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 488－ 21：57．13 3．5�
811 ラストファンタジー 牝3鹿 54 松山 弘平 �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 484－121：57．31 7．4�
79 エバーフレッシュ 牝3栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：57．83 11．0	
78 タイセイホリデー 牝3栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 434＋ 6 〃 クビ 31．4

11 ジュンダッシュ 牝3青鹿54 幸 英明河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 川上牧場 424＋ 41：58．01� 97．3�
66 クリノサンバ 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ栗本 博晴氏 中尾 秀正 新冠 クラック・ステーブル 448± 01：58．1クビ 86．4�
22 サ ル セ ル 牝3栗 54 西村 淳也中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 470＋ 21：58．42 257．3
44 カネトシネメシス 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新冠 パカパカ
ファーム 424－ 21：58．72 151．8�

810 ビートルジュース 牝3青 54 藤岡 康太阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 428＋ 21：58．8� 92．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，589，300円 複勝： 56，965，300円 枠連： 6，901，600円
馬連： 42，214，400円 馬単： 26，242，100円 ワイド： 39，190，500円
3連複： 72，742，600円 3連単： 109，238，600円 計： 384，084，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 170円 �� 170円 �� 280円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 305893 的中 � 118585（1番人気）
複勝票数 計 569653 的中 � 319946（1番人気）� 64333（3番人気）� 76624（2番人気）
枠連票数 計 69016 的中 （5－6） 11737（2番人気）
馬連票数 計 422144 的中 �� 77034（2番人気）
馬単票数 計 262421 的中 �� 26823（2番人気）
ワイド票数 計 391905 的中 �� 61062（2番人気）�� 64608（1番人気）�� 28894（4番人気）
3連複票数 計 727426 的中 ��� 128160（1番人気）
3連単票数 計1092386 的中 ��� 45860（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．0―13．0―12．7―12．8―12．7―13．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．7―50．7―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スパークルアイズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2021．11．21 福島3着

2019．3．23生 牝3鹿 母 ヴォルドニュイ 母母 Play Ballado 7戦1勝 賞金 15，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 スマートグランデ号の騎手和田竜二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番・3番）

13050 5月21日 小雨 良 （4中京3） 第5日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

23 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿56 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 488± 01：25．3 9．4�
35 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 468－ 21：26．57 1．8�
815 ゴ ル ド 牡3芦 56 藤岡 康太北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 534－10 〃 クビ 5．2�
611 ワンダーブレット �3鹿 56 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 498＋ 61：26．6クビ 5．1�
714 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 B498－ 21：27．02� 31．7	
510 セ ル ゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河 �愛馬レーシングクラブ 四位 洋文 浦河 高昭牧場 512＋ 4 〃 クビ 191．9

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 B498＋ 21：27．21 234．6�
48 ユ リ シ ー ズ �3芦 56 柴山 雄一中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 21：27．62� 22．0�
713 アンディナイアブル 牡3鹿 56 松田 大作飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 506＋161：27．7� 77．4
11 エスシーシリュウ 牡3栗 56 松若 風馬工藤 圭司氏 辻野 泰之 様似 澤井 義一 434－ 21：27．8� 339．0�
59 ロッホローモンド 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 444± 01：28．01� 43．3�

816 ワンダースピアー 牡3栗 56 西村 淳也山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 B504＋101：28．1� 130．9�
36 ブレイヴルーラー 牡3鹿 56 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B518＋ 41：28．41� 57．0�
47 ジュエリークラフト 牡3鹿 56 �島 克駿大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 B482＋ 8 〃 ハナ 82．7�
12 タケノマグナム 牡3栗 56 藤岡 佑介小林毅圭也氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 476 ―1：29．25 37．6�
24 ト イ ム ム 牝3青鹿54 坂井 瑠星成田 才仁氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448± 01：29．41� 34．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，290，100円 複勝： 66，981，100円 枠連： 9，686，700円
馬連： 50，023，100円 馬単： 26，985，400円 ワイド： 51，380，800円
3連複： 86，783，500円 3連単： 103，410，700円 計： 429，541，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 630円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 210円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 342901 的中 � 29089（4番人気）
複勝票数 計 669811 的中 � 51182（4番人気）� 350538（1番人気）� 81807（2番人気）
枠連票数 計 96867 的中 （2－3） 11880（2番人気）
馬連票数 計 500231 的中 �� 57246（2番人気）
馬単票数 計 269854 的中 �� 9043（7番人気）
ワイド票数 計 513808 的中 �� 50739（2番人気）�� 23354（6番人気）�� 71624（1番人気）
3連複票数 計 867835 的中 ��� 73717（2番人気）
3連単票数 計1034107 的中 ��� 8426（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．7―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．2―47．9―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロオーセン �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2021．8．14 小倉6着

2019．5．19生 牡3黒鹿 母 ニホンピロアブミ 母母 ニホンピロクリア 8戦1勝 賞金 8，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トイムム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月21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〕 ブレイヴルーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21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。
（非当選馬） 1頭 サンマルカーラ号

第３回 中京競馬 第５日



13051 5月21日 小雨 良 （4中京3） 第5日 第3競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

57 クラップサンダー 牡3鹿 56 吉田 隼人深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 450± 01：55．2 28．3�
34 アグネスリュウ 牡3栗 56 和田 竜二渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 518± 01：55．3クビ 7．8�
58 スーパーチーフ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 1．8�
711 ウォータージオード 牡3鹿 56 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 480＋ 4 〃 クビ 10．9�
813 モロキニムーン 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B504＋141：55．61� 7．7	
45 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 B474＋ 2 〃 ハナ 15．9

22 オースミミライ 牡3栗 56 松若 風馬�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 492－ 61：55．81� 33．3�
33 グロズニーグラード 牡3鹿 56 �島 克駿前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：56．54 111．0�
69 ヒロノアステロイド 牡3栗 56 武 豊サンエイ開発� 梅田 智之 浦河 谷川牧場 562＋ 61：56．6クビ 4．9
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± 01：56．81� 224．9�

712 ファーストプライズ 牡3鹿 56 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 川越ファーム 454＋ 4 〃 アタマ 131．2�
814 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 502－ 41：56．9� 214．6�
46 ハートオンシューズ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣呉本 昌時氏 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 41：57．32� 307．7�
610 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 474＋ 41：58．68 407．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，463，300円 複勝： 48，246，000円 枠連： 8，025，200円
馬連： 48，706，100円 馬単： 25，152，600円 ワイド： 46，533，200円
3連複： 74，710，900円 3連単： 92，673，900円 計： 379，511，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 540円 � 210円 � 110円 枠 連（3－5） 640円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 22，320円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 760円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 38，770円

票 数

単勝票数 計 354633 的中 � 10020（7番人気）
複勝票数 計 482460 的中 � 12869（8番人気）� 44113（3番人気）� 202453（1番人気）
枠連票数 計 80252 的中 （3－5） 9617（3番人気）
馬連票数 計 487061 的中 �� 4464（22番人気）
馬単票数 計 251526 的中 �� 845（44番人気）
ワイド票数 計 465332 的中 �� 5166（21番人気）�� 15189（9番人気）�� 42790（3番人気）
3連複票数 計 747109 的中 ��� 19013（9番人気）
3連単票数 計 926739 的中 ��� 1733（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．9―51．0―1：03．6―1：16．3―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
2，4（11，13）－5－10，8（1，3）12，9，7，6＝14・（2，4）（11，13，5）（10，3，7）（8，9）（1，12，6）＝14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラップサンダー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．5 中京3着

2019．5．10生 牡3鹿 母 ゲ ッ コ ウ 母母 ミシシッピーミス 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 アーテルレクス号・アシュラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21日まで平地競

走に出走できない。

13052 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時35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

34 ミッキーフローガ 牡3青鹿56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：35．5 5．1�
59 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 福永 祐一廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 544＋ 4 〃 クビ 5．7�
22 スパイダーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 41：35．6クビ 5．0�
713 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 474－ 2 〃 クビ 5．6�
611 フィンスタビライザ 牡3栗 56 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 452－ 6 〃 ハナ 27．5�
46 バーニングヒート 牝3黒鹿54 松山 弘平 	社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 81：35．81� 4．0

815 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 �島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 442－ 6 〃 ハナ 58．0�
23 ヒロシゲパール 牝3鹿 54 国分 優作	ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B474－ 21：35．9クビ 16．1
814 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 藤岡 佑介泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B492＋ 8 〃 クビ 51．9�
47 バクシンフォワード 牡3鹿 56 松若 風馬杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 468－ 41：36．11� 52．7�
58 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 幸 英明宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496－ 2 〃 アタマ 17．7�
35 テ ィ グ ル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 460＋ 61：36．31� 78．3�
610 ビックマハロ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大河 XIAOジャパン 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422－141：37．25 219．2�
712 マテンロウシリウス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 様似 猿倉牧場 494 ―1：37．62� 31．9�
11 タマモグリーチング 牝3鹿 54 城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 490 ―1：38．45 323．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，115，200円 複勝： 56，279，300円 枠連： 10，246，700円
馬連： 60，203，700円 馬単： 23，330，100円 ワイド： 56，237，000円
3連複： 93，082，000円 3連単： 91，433，100円 計： 427，927，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 190円 � 180円 枠 連（3－5） 1，030円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 371152 的中 � 57988（3番人気）
複勝票数 計 562793 的中 � 93423（2番人気）� 74971（5番人気）� 79465（4番人気）
枠連票数 計 102467 的中 （3－5） 7670（4番人気）
馬連票数 計 602037 的中 �� 31582（6番人気）
馬単票数 計 233301 的中 �� 5869（14番人気）
ワイド票数 計 562370 的中 �� 23864（8番人気）�� 29972（3番人気）�� 27028（5番人気）
3連複票数 計 930820 的中 ��� 29862（3番人気）
3連単票数 計 914331 的中 ��� 4249（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．1―48．0―1：00．3―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーフローガ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．28 阪神4着

2019．1．20生 牡3青鹿 母 キ ャ リ コ 母母 モ シ ー ン 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 ミッキーフローガ号の騎手浜中俊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
※ビックマハロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13053 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5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

33 デビットバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 498－ 22：01．6 2．0�
78 ダノンフロイデ 牡3黒鹿56 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 464＋ 42：02．02� 5．0�
22 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿56 �島 克駿国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 426± 02：02．53 4．6�
44 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 柴山 雄一服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 430± 0 〃 � 162．8�
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 510－ 22：02．71 4．0�
810 トーホウムーラン 牡3鹿 56 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 496－142：02．8� 77．5	
11 レアルタッド 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 496± 02：02．9� 22．9

89 アドマイヤカーム 牝3鹿 54 西村 淳也近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：03．43 39．7�
77 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 B434－ 42：04．03� 135．7�
55 エムオーマスク 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河大浅 貢氏 飯田 祐史 浦河 成隆牧場 486－ 62：04．85 189．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，526，500円 複勝： 35，973，800円 枠連： 8，112，800円
馬連： 46，394，500円 馬単： 26，924，000円 ワイド： 36，919，900円
3連複： 68，256，000円 3連単： 109，672，500円 計： 369，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 310円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 375265 的中 � 146747（1番人気）
複勝票数 計 359738 的中 � 102676（1番人気）� 51718（4番人気）� 70962（3番人気）
枠連票数 計 81128 的中 （3－7） 13605（3番人気）
馬連票数 計 463945 的中 �� 77631（2番人気）
馬単票数 計 269240 的中 �� 29302（2番人気）
ワイド票数 計 369199 的中 �� 43386（3番人気）�� 57787（1番人気）�� 26778（6番人気）
3連複票数 計 682560 的中 ��� 123409（1番人気）
3連単票数 計1096725 的中 ��� 48323（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．1―13．0―12．6―12．1―11．9―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．2―50．2―1：02．8―1：14．9―1：26．8―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デビットバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．10．16 阪神7着

2019．5．22生 牡3鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 4戦1勝 賞金 6，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 ロードレガシー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21日まで平地競走に出走できな

い。

13054 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

68 セイイーグル �8鹿 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 448－ 41：24．8 3．0�
56 テイエムファルコン 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 502＋ 81：25．01� 3．2�
710� スカイナイル 牝4芦 55

51 ★永島まなみ �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya
Yoshida 488＋ 41：25．31	 28．6�

79 ボ マ イ ェ 牡6鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532＋ 41：25．4	 4．2�

44 リーベサンライズ 牝4黒鹿55 
島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 442－ 2 〃 クビ 8．7	
33 ウォーターウキウキ 牝5青鹿55 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B466－ 21：25．61 16．8

811 セカンドエフォート 牡9青鹿 57

53 ★古川 奈穂 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 508－ 41：25．81� 34．2�
55 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± 01：25．9� 17．2�
22 ラッキーモー �4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B436－14 〃 ハナ 44．9
67 グレアミラージュ 牡5鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 470± 01：26．0	 24．7�
812� メイショウカリスマ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B506± 0 〃 ハナ 62．7�
11 � メモリーエアシップ 牡4鹿 57 松山 弘平�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 462－ 81：26．85 188．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，419，900円 複勝： 45，968，100円 枠連： 8，732，700円
馬連： 54，317，100円 馬単： 25，171，100円 ワイド： 51，408，100円
3連複： 82，892，400円 3連単： 105，366，700円 計： 408，276，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 700円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，930円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 24，060円

票 数

単勝票数 計 344199 的中 � 89405（1番人気）
複勝票数 計 459681 的中 � 122020（1番人気）� 98802（2番人気）� 9764（9番人気）
枠連票数 計 87327 的中 （5－6） 16709（1番人気）
馬連票数 計 543171 的中 �� 87214（1番人気）
馬単票数 計 251711 的中 �� 19054（3番人気）
ワイド票数 計 514081 的中 �� 70050（1番人気）�� 6020（20番人気）�� 5355（22番人気）
3連複票数 計 828924 的中 ��� 12745（14番人気）
3連単票数 計1053667 的中 ��� 3174（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．4―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイイーグル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．7 小倉8着

2014．3．2生 �8鹿 母 テクニカルラン 母母 モ テ ッ ク 36戦2勝 賞金 48，503，000円



13055 5月21日 雨 良 （4中京3） 第5日 第7競走 ��2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

66 エルディアブロ 牡4黒鹿 57
54 ▲角田 大河 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B446－ 82：15．7 12．4�

44 ヴィトーリア 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 442＋ 2 〃 アタマ 2．1�
55 ウィンドリッパー 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 5．0�
22 マッハモンルード 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498－ 22：15．8� 3．1�
77 ウインローズブーケ 牝5黒鹿55 和田 竜二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 62：15．9� 25．4	
11 ロックグラス �5鹿 57 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 464＋ 22：16．32 182．6

89 マリオンエール 牝4鹿 55 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 464＋ 22：16．51� 7．7�
88 	 ランドリュウオー 牡6栗 57 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 452－ 62：16．6クビ 252．5�
33 セツメンノトビウオ 牡5芦 57 
島 克駿三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 B464－142：16．7� 66．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，258，000円 複勝： 48，680，400円 枠連： 7，276，800円
馬連： 44，852，300円 馬単： 27，588，400円 ワイド： 37，150，300円
3連複： 74，514，900円 3連単： 132，775，800円 計： 411，096，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 250円 � 110円 � 170円 枠 連（4－6） 1，830円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 730円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 15，830円

票 数

単勝票数 計 382580 的中 � 24538（5番人気）
複勝票数 計 486804 的中 � 28464（5番人気）� 226613（1番人気）� 49407（3番人気）
枠連票数 計 72768 的中 （4－6） 3067（7番人気）
馬連票数 計 448523 的中 �� 22217（6番人気）
馬単票数 計 275884 的中 �� 4682（15番人気）
ワイド票数 計 371503 的中 �� 23293（6番人気）�� 11741（10番人気）�� 38142（3番人気）
3連複票数 計 745149 的中 ��� 33316（6番人気）
3連単票数 計1327758 的中 ��� 6081（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．3―13．9―13．5―13．1―12．4―12．0―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．3―50．2―1：03．7―1：16．8―1：29．2―1：41．2―1：52．6―2：03．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルディアブロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．2．20 阪神10着

2018．3．25生 牡4黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 9戦2勝 賞金 18，530，000円

13056 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

47 メイショウオーギシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 500＋ 61：23．8 14．7�
713 ヴ ア ー サ 牡4青 57 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 452－ 61：24．43� 8．0�
23 ワンダースティング 牡4鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 514－ 61：24．5� 27．2�
36 リメンバーメモリー 牡5鹿 57 �島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 ハナ 27．9�
35 タイキドミニオン 牡4鹿 57 松山 弘平�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B524－ 21：24．71� 18．7�
816 ケイサンフリーゼ 牝4青 55 松若 風馬中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 488＋ 2 〃 アタマ 9．8	
24 	 スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 446－ 41：24．91� 45．7

714 テーオーダヴィンチ 牡4栗 57 西村 淳也小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 488－121：25．0� 18．3�
11 	 プライムライン 牡5鹿 57 川田 将雅広尾レース� 田中 克典 日高 下河辺牧場 460－ 41：25．1� 1．9
815 タイセイグラシア 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456＋ 4 〃 ハナ 69．1�
612	 ヘイセイメジャー 牡5黒鹿57 和田 竜二菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 494＋ 41：25．52� 16．1�
611 セントクリーガー 牝5鹿 55

52 ▲角田 大河中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 502＋ 2 〃 クビ 150．0�
510	 クリノクノイチ 牝7黒鹿55 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 442－221：25．7
 340．3�
48 セルフメイド 牡4栗 57 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 B490－ 6 〃 クビ 130．4�
59 リュクスウォリアー 牡5鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 506± 01：26．33� 13．6�
12 タケルラスティ 牡5栗 57 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 41：26．62 12．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，963，300円 複勝： 71，786，400円 枠連： 18，929，400円
馬連： 76，834，800円 馬単： 36，940，400円 ワイド： 84，300，400円
3連複： 132，790，700円 3連単： 146，516，300円 計： 619，061，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 480円 � 260円 � 560円 枠 連（4－7） 3，060円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 10，550円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，200円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 26，930円 3 連 単 ��� 176，740円

票 数

単勝票数 計 509633 的中 � 27606（6番人気）
複勝票数 計 717864 的中 � 36930（7番人気）� 83349（2番人気）� 30974（10番人気）
枠連票数 計 189294 的中 （4－7） 4779（11番人気）
馬連票数 計 768348 的中 �� 12750（14番人気）
馬単票数 計 369404 的中 �� 2625（28番人気）
ワイド票数 計 843004 的中 �� 18874（12番人気）�� 5066（48番人気）�� 9255（26番人気）
3連複票数 計1327907 的中 ��� 3698（87番人気）
3連単票数 計1465163 的中 ��� 601（530番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．1―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―46．3―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．5
3 ・（16，8）（2，3）15，1，14，7，12，5，13（6，11）－（4，10）－9 4 16，8（2，3）（1，15）（7，14）（5，12，13）6－（4，11）10－9

勝馬の
紹 介

メイショウオーギシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2019．9．15 阪神8着

2017．4．6生 牡5栗 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 21戦3勝 賞金 45，930，000円
〔制裁〕 ヘイセイメジャー号の騎手和田竜二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タイセイブレイズ号・テンテキセンセキ号



13057 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第9競走 ��
��1，200�メルボルントロフィー

発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

メルボルンレーシングクラブ・ムーニーバレーレーシングクラブ・ヴィクトリアレーシングクラブ賞（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

48 ダテボレアス 牡3鹿 56 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488± 01：08．9 15．9�
35 タイセイブリリオ 牡3鹿 56 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 466－ 21：09．0クビ 4．3�
612 アスターディゴン 牡3青鹿56 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋ 4 〃 クビ 4．6�
12 スクリーンショット 牝3栗 54 浜中 俊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 10．4�
713� グランアプロウソ 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 482＋ 4 〃 ハナ 4．3�
510 ピンクマクフィー 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 422＋ 4 〃 ハナ 5．7	
24 トーホウデュラン 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：09．1クビ 29．0

47 ク レ ア 牝3鹿 54 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 512± 01：09．2� 15．9�
816 エスオーライアン 牡3鹿 56 	島 克駿岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 434－161：09．3� 25．1�
815 ア キ バ 牝3青鹿54 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 422± 01：09．4クビ 30．3
23 グッドグロウス 牡3鹿 56 松若 風馬宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 456－ 61：09．61
 69．7�
36 ウインクルシャープ 牝3鹿 54 永島まなみ塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 456± 01：09．7クビ 61．9�
714 グラストンベリー 牝3鹿 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 41：09．8� 45．9�
59 ニホンピロポート 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 434＋ 2 〃 クビ 213．3�
611 ミ ミ グ ッ ド 牝3青鹿54 角田 大河山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 416－ 61：10．33 252．1�
11 フ ァ ン デ ル 牝3黒鹿54 松山 弘平中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 458－ 21：10．83 85．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，434，300円 複勝： 71，059，600円 枠連： 19，011，400円
馬連： 96，048，500円 馬単： 35，179，700円 ワイド： 78，176，400円
3連複： 143，403，500円 3連単： 148，894，100円 計： 646，207，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 2，000円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 930円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 27，670円

票 数

単勝票数 計 544343 的中 � 27319（6番人気）
複勝票数 計 710596 的中 � 39454（6番人気）� 106432（2番人気）� 129710（1番人気）
枠連票数 計 190114 的中 （3－4） 7336（9番人気）
馬連票数 計 960485 的中 �� 29245（8番人気）
馬単票数 計 351797 的中 �� 4430（22番人気）
ワイド票数 計 781764 的中 �� 19101（10番人気）�� 20873（9番人気）�� 52371（1番人気）
3連複票数 計1434035 的中 ��� 28700（7番人気）
3連単票数 計1488941 的中 ��� 3901（57番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．5―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．3―45．9―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．6
3 5，8（2，11）（4，6，12）13，9（10，15）3，14（16，1）－7 4 5－8（2，11）（4，6）（9，12）（3，13）10（16，15）14（7，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダテボレアス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．8．29 小倉2着

2019．4．20生 牡3鹿 母 ハ ン ナ リ ト 母母 イシノアパトゥーラ 7戦2勝 賞金 23，513，000円
〔発走状況〕 ファンデル号は，発進不良〔出遅れ〕。

13058 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第10競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��2，000�シドニートロフィー

発走15時00分 （芝・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，55�

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
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 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

22 � ヴィオリーナ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �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 B468＋ 42：00．6 5．4�
77 ストリクトコード 牝5黒鹿55 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 452± 02：01．24 17．3�
33 リ ノ キ ア ナ 牝5鹿 55 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 440－102：01．3	 28．3�
810 ヴェルトハイム 牝4黒鹿55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 474± 02：01．41 1．9�
55 ステイブルアスク 牝4栗 55 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 436＋10 〃 ハナ 7．1�
78 キングスタイル 牝5黒鹿55 浜中 俊廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 424＋ 42：01．61 8．5	
66 ソニックベガ 牝5黒鹿55 西村 淳也 
シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：01．81 11．4�
11 サンタグラシア 牝4栗 55 吉田 隼人 
社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414± 0 〃 ハナ 12．5�
89 トウケイミラ 牝5鹿 55 
島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 446－ 22：02．01� 112．8
44 コーストライン 牝4鹿 55 
島 克駿吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460± 02：02．42	 29．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 63，351，800円 複勝： 80，293，400円 枠連： 16，018，500円
馬連： 97，095，600円 馬単： 52，143，600円 ワイド： 79，810，700円
3連複： 142，337，100円 3連単： 237，874，600円 計： 768，925，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 400円 � 680円 枠 連（2－7） 1，880円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，360円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 22，310円 3 連 単 ��� 114，660円

票 数

単勝票数 計 633518 的中 � 93480（2番人気）
複勝票数 計 802934 的中 � 97022（2番人気）� 51014（6番人気）� 27554（9番人気）
枠連票数 計 160185 的中 （2－7） 6578（6番人気）
馬連票数 計 970956 的中 �� 18122（16番人気）
馬単票数 計 521436 的中 �� 4239（30番人気）
ワイド票数 計 798107 的中 �� 19055（14番人気）�� 15145（19番人気）�� 7085（31番人気）
3連複票数 計1423371 的中 ��� 4783（65番人気）
3連単票数 計2378746 的中 ��� 1504（308番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．4―13．0―12．6―12．3―11．3―10．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．6―50．6―1：03．2―1：15．5―1：26．8―1：37．5―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．1―3F33．8
1
3
2，4，3，6（1，10）（9，7）5－8・（2，4）（3，7）（6，8）（1，10）－9，5

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

勝馬の
紹 介

�ヴィオリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．23生 牝5黒鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 14戦3勝 賞金 55，390，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13059 5月21日 曇 良 （4中京3） 第5日 第11競走 ��
��1，900�第29回平安ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，3．5．22以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，3．5．21以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

24 テーオーケインズ 牡5栗 59 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 500 1：57．0 1．8�
23 ケイアイパープル 牡6鹿 57 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 498－ 41：57．42� 23．0�
35 メイショウハリオ 牡5栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 506＋141：57．82� 7．0�
510	 スマッシングハーツ 牡6鹿 56 
島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 61：58．01� 54．8�
48 スワーヴアラミス 牡7鹿 58 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490± 01：58．1� 21．8�
12 オーヴェルニュ 牡6鹿 57 福永 祐一杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 478± 01：58．31� 5．3	
59 サンライズホープ 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B546＋ 2 〃 クビ 13．6

11 カ デ ナ 牡8鹿 57 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 488＋ 61：58．4クビ 35．0�
611 サンダーブリッツ 牡5黒鹿56 川田 将雅草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 502＋ 21：58．5� 25．3�
47 デルマルーヴル 牡6青鹿57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 504－ 4 〃 クビ 228．1
815 ダンツキャッスル 牡6鹿 56 柴山 雄一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B480－161：58．81� 180．5�
816 ペルセウスシチー 牡5黒鹿56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B484± 01：59．01 53．6�
36 ブルベアイリーデ 牡6鹿 56 M．デムーロ �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 496± 01：59．11 18．4�
612 グレートタイム 牡7黒鹿56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B486＋ 41：59．63 55．4�
714	 ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 小崎 綾也岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 B530＋ 21：59．7� 180．2�
713 ダノンファラオ 牡5青鹿58 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 544＋ 82：00．01� 97．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 206，679，200円 複勝： 278，022，300円 枠連： 82，875，300円
馬連： 476，899，300円 馬単： 202，690，700円 ワイド： 450，994，200円
3連複： 988，817，400円 3連単： 1，203，384，400円 計： 3，890，362，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 430円 � 200円 枠 連（2－2） 1，810円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 660円 �� 330円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 11，340円

票 数

単勝票数 計2066792 的中 � 915990（1番人気）
複勝票数 計2780223 的中 � 868267（1番人気）� 112440（8番人気）� 323000（3番人気）
枠連票数 計 828753 的中 （2－2） 35335（7番人気）
馬連票数 計4768993 的中 �� 214315（6番人気）
馬単票数 計2026907 的中 �� 70385（8番人気）
ワイド票数 計4509942 的中 �� 169414（6番人気）�� 394484（2番人気）�� 62131（22番人気）
3連複票数 計9888174 的中 ��� 220872（9番人気）
3連単票数 計12033844 的中 ��� 76921（27番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．3―13．4―12．9―12．6―12．5―12．3―11．6―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．1―29．4―42．8―55．7―1：08．3―1：20．8―1：33．1―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡5栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 13戦8勝 賞金 263，684，000円
［他本会外：4戦1勝］

13060 5月21日 雨 良 （4中京3） 第5日 第12競走
レーシングオーストラリア賞

��1，200�オーストラリアトロフィー
発走16時10分 （芝・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
レーシングオーストラリア賞（1着）

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

33 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 460－ 61：08．4 2．7�
710 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 57 M．デムーロ野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 490－ 4 〃 クビ 7．2�
44 キモンブラウン 牝4栗 55 藤懸 貴志小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B454＋ 21：08．61 52．1�
68 ファイアダンサー 牝4青鹿55 �島 克駿ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 6 〃 ハナ 4．2�
67 プレジールミノル 牡4栗 57 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B496－ 21：08．81� 21．6�
56 メイショウツツジ 牝4黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 432＋ 6 〃 アタマ 6．5�
79 ス キ ッ プ 牡6黒鹿57 和田 竜二	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 0 〃 アタマ 14．3

812� モ テ モ テ 牝6鹿 55 城戸 義政�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 468± 01：09．01 68．3�
11 ピースマインド 牡9鹿 57 永島まなみ小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 456－ 41：09．21 96．2
55 カーフライターク 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 8．2�
22 エレガンテレイナ 牝5鹿 55 松山 弘平 	グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442－121：09．3	 18．7�
811
 キュウドウクン 牡6鹿 57 吉田 隼人冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 472－ 41：09．83� 37．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 55，839，600円 複勝： 65，805，300円 枠連： 23，308，000円
馬連： 120，270，700円 馬単： 46，925，400円 ワイド： 90，511，400円
3連複： 167，062，000円 3連単： 213，847，300円 計： 783，569，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 1，310円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，940円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 54，320円

票 数

単勝票数 計 558396 的中 � 161392（1番人気）
複勝票数 計 658053 的中 � 158916（1番人気）� 82373（3番人気）� 8794（10番人気）
枠連票数 計 233080 的中 （3－7） 26779（3番人気）
馬連票数 計1202707 的中 �� 106838（2番人気）
馬単票数 計 469254 的中 �� 26707（3番人気）
ワイド票数 計 905114 的中 �� 62859（2番人気）�� 7498（29番人気）�� 3088（46番人気）
3連複票数 計1670620 的中 ��� 8124（48番人気）
3連単票数 計2138473 的中 ��� 2854（176番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．0―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．7―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディヴィナシオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．11．23 京都2着

2017．3．22生 牡5黒鹿 母 フ ギ ン 母母 Aria Pura 33戦3勝 賞金 80，388，000円
※キュウドウクン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4中京3）第5日 5月21日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

255，230，000円
5，620，000円
28，290，000円
1，990，000円
33，010，000円
70，633，000円
4，589，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
678，930，500円
926，061，000円
219，125，100円
1，213，860，100円
555，273，500円
1，102，612，900円
2，127，393，000円
2，695，088，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，518，344，100円

総入場人員 4，292名 （有料入場人員 3，981名）
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