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13073 5月28日 晴 重 （4中京3） 第7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

816 マルヨミニスター 牝3鹿 54 浜中 俊野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 502－ 61：53．5 11．6�
48 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 436－ 21：54．24 26．8�
611 ブランアルディ 牝3芦 54 古川 吉洋野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 482－121：54．41� 2．9�
24 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 454－101：54．61� 3．6�
714 カルディナーレ 牝3黒鹿54 福永 祐一山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 468± 01：54．7� 9．3�
59 マ ナ ウ ス 牝3黒鹿54 酒井 学服部健太郎氏 田中 克典 浦河 谷口牧場 454 ―1：55．01� 35．8�
713 ブラックオパール 牝3黒鹿54 和田 竜二 	ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 81：55．42� 54．2

612 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 456＋ 41：56．14 8．3�
815 セ ン ト レ ア 牝3栗 54 横山 和生長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 アタマ 131．3�
35 ルージュディザイア 牝3栗 54 岩田 望来 	東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 470± 01：56．52� 6．6
12 メイショウトワニ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 428＋ 21：57．45 224．0�
23 イズジョーメロディ 牝3栗 54 藤岡 佑介泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 396－ 41：58．25 37．0�
36 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 444＋ 41：58．51� 205．5�
11 レモンソフィア 牝3黒鹿54 国分 優作 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 478＋182：00．210 30．3�
510 ワイズダムアスク 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD	 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 368－ 22：00．73 175．7�
47 ナチュラリスト 牝3栗 54 松田 大作飯田 正剛氏 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 524－ 4 〃 ハナ 152．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，953，300円 複勝： 48，282，300円 枠連： 11，312，400円
馬連： 53，793，000円 馬単： 22，377，100円 ワイド： 53，635，800円
3連複： 84，722，700円 3連単： 78，915，100円 計： 381，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 300円 � 610円 � 150円 枠 連（4－8） 9，810円

馬 連 �� 15，480円 馬 単 �� 29，340円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 560円 �� 940円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 81，380円

票 数

単勝票数 計 289533 的中 � 19879（6番人気）
複勝票数 計 482823 的中 � 37076（6番人気）� 15564（7番人気）� 117798（1番人気）
枠連票数 計 113124 的中 （4－8） 893（25番人気）
馬連票数 計 537930 的中 �� 2693（39番人気）
馬単票数 計 223771 的中 �� 572（72番人気）
ワイド票数 計 536358 的中 �� 3567（35番人気）�� 26095（4番人気）�� 14665（13番人気）
3連複票数 計 847227 的中 ��� 7275（26番人気）
3連単票数 計 789151 的中 ��� 703（251番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―11．9―12．4―13．0―13．1―13．3―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―35．5―47．9―1：00．9―1：14．0―1：27．3―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マルヨミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．3．26 中京11着

2019．4．9生 牝3鹿 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンソフィア号・ワイズダムアスク号・ナチュラリスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年6月28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 ポジティブガール号

13074 5月28日 晴 重 （4中京3） 第7日 第2競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

59 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 466－ 61：12．9 3．1�
47 オウケンミッキー 牝3鹿 54 小崎 綾也福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 438－ 21：13．11 21．1�
612 シグルドリーヴァ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 446－ 21：13．2� 2．5�
23 アマノカイザー 牡3鹿 56 幸 英明中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 462＋ 41：13．41� 104．6�
48 マルノアンナ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 420－ 21：13．51 82．0�
815 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± 01：13．6クビ 4．5	
611 キタサンユーダイ 牡3鹿 56 岩田 望来�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480－ 21：13．7� 18．5

24 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 454＋ 4 〃 ハナ 236．3�
510 リ ヴ ァ ン プ 牡3黒鹿56 加藤 祥太水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B486± 01：13．8� 86．2�
713 ムーンガーデン 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 B464－ 3 〃 クビ 8．4
36 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 504－ 2 〃 ハナ 74．8�
11 フォースチルドレン 牡3鹿 56 藤懸 貴志井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 81：13．9� 199．1�
35 ジュンダッシュ 牝3青鹿 54

51 ▲川端 海翼河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 川上牧場 422－ 21：14．0� 162．3�
714 メイショウレイメイ 牡3青鹿 56

53 ▲大久保友雅松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 B494－161：15．49 25．6�
816 ブーケザゴールド 牝3栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 松山 将樹 新ひだか 高橋フアーム 414± 01：15．61 260．9�
12 メイショウレジナス 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好�氏 高橋 亮 浦河 太陽牧場 442 ―1：22．6大差 299．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，746，300円 複勝： 42，699，300円 枠連： 9，852，700円
馬連： 46，505，600円 馬単： 23，246，600円 ワイド： 45，970，000円
3連複： 77，043，800円 3連単： 85，121，400円 計： 360，185，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 310円 � 110円 枠 連（4－5） 2，850円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 960円 �� 180円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 297463 的中 � 74588（2番人気）
複勝票数 計 426993 的中 � 85205（2番人気）� 20791（5番人気）� 138469（1番人気）
枠連票数 計 98527 的中 （4－5） 2670（9番人気）
馬連票数 計 465056 的中 �� 11453（10番人気）
馬単票数 計 232466 的中 �� 3849（15番人気）
ワイド票数 計 459700 的中 �� 10234（11番人気）�� 84813（1番人気）�� 14359（8番人気）
3連複票数 計 770438 的中 ��� 33586（5番人気）
3連単票数 計 851214 的中 ��� 5119（31番人気）

ハロンタイム 12．6―10．4―11．7―12．3―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．0―34．7―47．0―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 9（11，14）－7，12（1，15）10，13（6，5）－4（3，8）＝16＝2 4 9，11－14，7，1，12（10，15）（6，5，13）3（4，8）＝16＝2

勝馬の
紹 介

ビリーズバウンス �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．5．14 中京3着

2019．4．27生 牡3鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 メイショウレイメイ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウレジナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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〕 アンディナイアブル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走

できない。
※オウケンミッキー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中京競馬 第７日



13075 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05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
1：19．2
1：19．0

良
良

714� マッドクール 牡3芦 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 愛 Moyglare Stud
Farm Ltd 526－ 21：20．4 3．4�

59 ドロップオブライト 牝3黒鹿 54
51 ▲角田 大河岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436－181：21．35 61．3�

612 クリオミニーズ 牡3青鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494－ 81：21．51� 10．9�
48 ラミアヴィータ 牝3栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド B448－ 21：21．6クビ 9．7�
816 ミッキーチャレンジ 牡3鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：21．7� 2．1	
818 ホートンプレインズ 牝3栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 クビ 23．6

713 コ ル カ ノ ン 牝3芦 54 吉田 隼人吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 448－121：22．01� 110．7�
817 カラーインデックス 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：22．42� 88．0�
47 スオウオオシマ 牝3青鹿54 和田 竜二清水 義德氏 中尾 秀正 新ひだか 今 牧場 458 ―1：22．72 321．6
510 ハイアキュレイト 牡3栗 56

52 ★古川 奈穂 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 460－181：22．91� 177．4�

24 エイシンスマック 牝3黒鹿54 岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 428 ― 〃 ハナ 78．3�
36 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 56 岩田 康誠合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B494± 01：23．0� 5．8�
11 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 426－ 2 〃 ハナ 46．3�
23 ソ リ ト ン 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 440 ―1：23．21� 562．9�
715 ガールズパワー 牝3青鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 448＋ 41：23．3クビ 278．0�
12 サイドシュート 牝3黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 430＋ 21：23．4	 536．1�
611 シ ー イ ン グ 牝3青鹿54 酒井 学平川 浩之氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 460－ 61：23．5� 510．1�
35 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 396－ 41：23．6クビ 326．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，810，800円 複勝： 60，091，400円 枠連： 11，548，600円
馬連： 54，712，200円 馬単： 29，369，400円 ワイド： 53，042，700円
3連複： 84，950，800円 3連単： 105，304，300円 計： 439，830，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 230円 � 1，210円 � 360円 枠 連（5－7） 6，570円

馬 連 �� 10，560円 馬 単 �� 17，960円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 640円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 22，290円 3 連 単 ��� 133，230円

票 数

単勝票数 計 408108 的中 � 93540（2番人気）
複勝票数 計 600914 的中 � 79980（3番人気）� 10918（8番人気）� 44281（5番人気）
枠連票数 計 115486 的中 （5－7） 1361（15番人気）
馬連票数 計 547122 的中 �� 4014（22番人気）
馬単票数 計 293694 的中 �� 1226（39番人気）
ワイド票数 計 530427 的中 �� 5234（21番人気）�� 22596（7番人気）�� 2577（36番人気）
3連複票数 計 849508 的中 ��� 2858（52番人気）
3連単票数 計1053043 的中 ��� 573（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―46．0―57．2―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 ・（14，16）（8，10，17）18（5，9）（6，12）15（7，11）1（2，13）4－3 4 ・（14，16）（8，17）10（5，18）9（6，12）（7，15）（1，11）（2，13）（3，4）

勝馬の
紹 介

�マッドクール �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2022．1．23 中京3着

2019．3．29生 牡3芦 母 Mad About You 母母 Irresistible Jewel 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28日まで平地競走

に出走できない。
シーイング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月28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〕 シーイング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28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 ナザレ号

13076 5月28日 晴 重 （4中京3） 第7日 第4競走 1，900�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

33 テイエムシニスター 牡3栗 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 480－ 62：00．3 13．1�
11 ゴールデンベッセル 牡3栗 56 �島 克駿岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 524＋102：00．61� 23．5�
56 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 498＋ 2 〃 クビ 3．7�
68 ショウサンキズナ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 518＋ 22：00．7� 9．8�
44 サ ハ ラ 牡3鹿 56 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B486－ 22：01．02 2．2�
79 マイネルシュラーク 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 478＋ 42：01．1� 16．9	
55 リアルグローリー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 CLUB RUN FOR
THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 442－ 42：02．710 241．0


812 チェリーオントップ 牝3青鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム B444＋ 42：02．8� 38．0�

710 ギルトレターズ 牡3黒鹿56 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480＋162：03．33 10．0�
67 キタノダロマ 牡3鹿 56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 452－ 62：04．04 141．5
811 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 B474± 02：05．06 323．8�
22 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± 02：07．7大差 8．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，527，800円 複勝： 45，938，900円 枠連： 8，534，900円
馬連： 46，686，800円 馬単： 22，790，000円 ワイド： 45，665，900円
3連複： 71，379，900円 3連単： 91，566，900円 計： 367，091，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 420円 � 570円 � 160円 枠 連（1－3） 7，380円

馬 連 �� 8，280円 馬 単 �� 17，710円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 950円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 75，010円

票 数

単勝票数 計 345278 的中 � 21047（6番人気）
複勝票数 計 459389 的中 � 24773（7番人気）� 17236（8番人気）� 96490（2番人気）
枠連票数 計 85349 的中 （1－3） 896（23番人気）
馬連票数 計 466868 的中 �� 4365（25番人気）
馬単票数 計 227900 的中 �� 965（54番人気）
ワイド票数 計 456659 的中 �� 4309（30番人気）�� 12617（12番人気）�� 10422（13番人気）
3連複票数 計 713799 的中 ��� 5426（37番人気）
3連単票数 計 915669 的中 ��� 885（246番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．6―30．4―43．8―56．6―1：08．9―1：21．4―1：33．9―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムシニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．9．12 中京6着

2019．3．14生 牡3栗 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ 5戦1勝 賞金 5，980，000円
〔その他〕 グローレジェンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 グローレジェンド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月28日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キタノダロマ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走できな

い。



13077 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第5競走 2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

68 ディーンズリスター 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508 ―2：15．2 2．8�
79 リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 アタマ 43．4�
44 フ ァ ベ ル 牡3鹿 56 福永 祐一�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 430－ 82：15．73 3．0�
33 マイトシップ 牡3鹿 56 森 裕太朗�出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 412－ 42：16．01� 67．8�
812 グッドヴィンテージ 牡3鹿 56 �島 克駿平田 修氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 494－ 62：16．1� 11．5	
56 ルシャドール 牝3鹿 54 浜中 俊杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 414＋ 8 〃 アタマ 7．3

811 エ レ ダ ー ル 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 462± 02：16．3� 208．9�

67 フォルツァモンド 牝3青鹿54 松山 弘平永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 398± 02：16．4� 63．5�
55 ニシノクレセント 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 508＋ 22：16．5� 4．0
22 アイスソード 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 444－102：17．03 188．1�
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 486－ 4 〃 クビ 25．3�
710 エクセランソワレ 牝3鹿 54 中井 裕二藤井 亮輔氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 464－ 42：18．48 480．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，028，400円 複勝： 45，018，300円 枠連： 8，527，300円
馬連： 50，551，700円 馬単： 25，397，700円 ワイド： 45，316，600円
3連複： 76，038，900円 3連単： 106，664，300円 計： 399，543，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 790円 � 140円 枠 連（6－7） 5，100円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 320円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 25，160円

票 数

単勝票数 計 420284 的中 � 116126（1番人気）
複勝票数 計 450183 的中 � 74631（3番人気）� 9631（9番人気）� 107337（1番人気）
枠連票数 計 85273 的中 （6－7） 1294（15番人気）
馬連票数 計 505517 的中 �� 7371（17番人気）
馬単票数 計 253977 的中 �� 2813（23番人気）
ワイド票数 計 453166 的中 �� 5592（20番人気）�� 42064（2番人気）�� 7296（16番人気）
3連複票数 計 760389 的中 ��� 12262（16番人気）
3連単票数 計1066643 的中 ��� 3073（83番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―11．9―13．1―12．7―12．4―12．0―12．3―12．2―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．4―36．3―49．4―1：02．1―1：14．5―1：26．5―1：38．8―1：51．0―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディーンズリスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2019．2．14生 牡3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 カレンイモーション号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔制裁〕 ディーンズリスター号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）

13078 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

55 ロールアップ 牝3鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 浦河 酒井牧場 446－ 41：34．5 2．6�
33 エーティーマクフィ 牡3鹿 56 藤岡 佑介荒木 徹氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 460＋ 2 〃 クビ 11．5�
77 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 横山 典弘小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464－ 21：34．6� 3．2�
66 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 428＋ 41：34．81 5．6�
22 ダークエクリプス 牡3青鹿56 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480± 0 〃 クビ 4．4�
44 カレンマックナイト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 426± 01：35．54 66．3	
89 グランデレジーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ 
キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 8 〃 アタマ 20．9�
88 � ゴールドスノー 牝3芦 54 古川 吉洋加藤 充彦氏 塚田 隆男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434± 01：35．82 301．5�

（愛知）

11 ブレスバイルーラー 牡3鹿 56
53 ▲角田 大河 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 杵臼牧場 510＋ 2 〃 クビ 116．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 52，536，900円 複勝： 45，966，500円 枠連： 6，656，900円
馬連： 52，305，300円 馬単： 28，929，900円 ワイド： 42，852，800円
3連複： 68，052，000円 3連単： 128，611，800円 計： 425，912，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 160円 � 120円 枠 連（3－5） 1，470円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 390円 �� 190円 �� 310円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 525369 的中 � 160030（1番人気）
複勝票数 計 459665 的中 � 113732（1番人気）� 59352（5番人気）� 105155（2番人気）
枠連票数 計 66569 的中 （3－5） 3501（8番人気）
馬連票数 計 523053 的中 �� 31204（7番人気）
馬単票数 計 289299 的中 �� 12452（7番人気）
ワイド票数 計 428528 的中 �� 24456（8番人気）�� 68333（1番人気）�� 32429（5番人気）
3連複票数 計 680520 的中 ��� 65150（3番人気）
3連単票数 計1286118 的中 ��� 19719（12番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．1―11．5―11．8―12．0―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―34．8―46．3―58．1―1：10．1―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロールアップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tiznow デビュー 2022．2．6 東京1着

2019．3．4生 牝3鹿 母 ティズウインディ 母母 Windyindy 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブレスバイルーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走

できない。

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 6日第 11 競走）
〔その他〕　　イディオム号は，競走中に疾病〔熱射病〕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。



13079 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ア ナ レ ン マ 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 460＋ 62：02．5 3．2�

33 マテンロウエール 牡4鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520－ 62：02．71� 2．2�
89 サトノディーバ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488＋ 22：03．12� 15．8�
88 ニホンピロマリブ 牡4鹿 57

54 ▲角田 大河小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 22．1�
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 B504－ 22：03．31� 4．2�
77 � ゲッレールト 牝4鹿 55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 472＋ 42：03．51 58．4	
66 � ジューンサクラ 牝4黒鹿 55

52 ▲大久保友雅吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 420－ 22：03．6� 293．7

44 アドマイヤハイジ 牝4鹿 55 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 412－ 42：03．7	 8．1�
22 グッドインパクト 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 438－ 42：04．12� 132．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，492，800円 複勝： 40，996，000円 枠連： 9，194，100円
馬連： 54，103，300円 馬単： 30，777，800円 ワイド： 39，520，500円
3連複： 68，825，700円 3連単： 136，249，500円 計： 417，159，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 110円 � 250円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 200円 �� 590円 �� 510円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 374928 的中 � 92317（2番人気）
複勝票数 計 409960 的中 � 67316（3番人気）� 155842（1番人気）� 24557（6番人気）
枠連票数 計 91941 的中 （1－3） 16679（1番人気）
馬連票数 計 541033 的中 �� 113139（1番人気）
馬単票数 計 307778 的中 �� 31263（3番人気）
ワイド票数 計 395205 的中 �� 60239（2番人気）�� 14970（10番人気）�� 17977（8番人気）
3連複票数 計 688257 的中 ��� 52024（4番人気）
3連単票数 計1362495 的中 ��� 22267（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．7―13．0―12．7―12．1―12．0―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．0―50．0―1：02．7―1：14．8―1：26．8―1：38．4―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ナ レ ン マ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Galileo デビュー 2021．1．31 中京1着

2018．3．19生 牡4鹿 母 ワ イ 母母 Rumplestiltskin 7戦2勝 賞金 15，910，000円

13080 5月28日 晴 稍重 （4中京3） 第7日 第8競走 ��1，800�4歳以上1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 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

810 スズカルビコン 牡4栗 57 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B518± 01：53．0 14．3�
33 � 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 552－ 21：53．1クビ 4．2�
78 メイショウマントル 牡4鹿 57 吉田 隼人松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 516－ 2 〃 クビ 3．0�
55 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 492－ 81：53．52 49．0�
79 ロンズデーライト 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 498－ 21：53．71� 10．2�
811 ロードグリュック 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河 	ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 466－ 51：54．55 172．1

11 キングリスティア �6青 57 幸 英明廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 514± 0 〃 クビ 23．9�
22 ダノンジェネラル 牡4黒鹿57 川田 将雅	ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492－101：55．24 2．5�
67 キタサンマーベラス 牝4栗 55 松若 風馬�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 470＋121：55．4	 78．7
66 テーオーシリウス 牡4黒鹿57 岩田 望来小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B466－ 2 〃 クビ 21．6�
44 � パ フ ド ラ ム 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：57．010 84．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，746，000円 複勝： 48，173，600円 枠連： 11，795，500円
馬連： 59，195，000円 馬単： 28，674，800円 ワイド： 52，659，700円
3連複： 90，004，300円 3連単： 116，468，000円 計： 449，716，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 220円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 2，230円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 650円 �� 450円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 17，140円

票 数

単勝票数 計 427460 的中 � 23752（5番人気）
複勝票数 計 481736 的中 � 44234（5番人気）� 80541（3番人気）� 112807（1番人気）
枠連票数 計 117955 的中 （3－8） 4083（11番人気）
馬連票数 計 591950 的中 �� 18957（11番人気）
馬単票数 計 286748 的中 �� 3009（26番人気）
ワイド票数 計 526597 的中 �� 18501（9番人気）�� 28365（4番人気）�� 67856（1番人気）
3連複票数 計 900043 的中 ��� 39354（5番人気）
3連単票数 計1164680 的中 ��� 4926（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．9―49．7―1：01．4―1：13．4―1：26．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカルビコン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．10．31 京都14着

2018．3．6生 牡4栗 母 ル ミ ナ ー ラ 母母 カーニバルソング 16戦2勝 賞金 23，300，000円
〔制裁〕 ニホンピロハーバー号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6

番・3番）



13081 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第9競走 2，000�
ご ざ い し ょ

御 在 所 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 フ ァ ユ エ ン 牝4鹿 55 岩田 望来谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 22：01．5 11．5�
11 ミスフィガロ 牝4鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：02．03 2．5�
77 マジカルステージ 牝4鹿 55 吉田 隼人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 アタマ 3．7�
88 フ ァ ジ ェ ス 牝4黒鹿55 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490± 02：02．21� 26．8�
44 ラブアンバサダー 牝5鹿 55 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430－ 22：02．3� 87．7	
33 フ ア ナ 牝5鹿 55 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 62：02．4クビ 3．7

89 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 42：02．5� 48．0�
22 シンシアリダーリン 牝4鹿 55 松田 大作�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 438－ 42：02．61 12．3�
55 タニノヨセミテ 牝5鹿 55 武 豊谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 436＋122：02．92 11．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，825，200円 複勝： 57，363，500円 枠連： 10，914，800円
馬連： 77，517，200円 馬単： 36，458，400円 ワイド： 59，500，600円
3連複： 110，051，700円 3連単： 168，727，000円 計： 570，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（1－6） 1，500円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 440円 �� 610円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 498252 的中 � 34511（4番人気）
複勝票数 計 573635 的中 � 68057（4番人気）� 139968（1番人気）� 99132（3番人気）
枠連票数 計 109148 的中 （1－6） 5636（6番人気）
馬連票数 計 775172 的中 �� 42790（5番人気）
馬単票数 計 364584 的中 �� 6544（18番人気）
ワイド票数 計 595006 的中 �� 33579（6番人気）�� 22500（9番人気）�� 67347（2番人気）
3連複票数 計1100517 的中 ��� 50446（7番人気）
3連単票数 計1687270 的中 ��� 7943（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．1―38．3―51．2―1：02．8―1：14．5―1：26．4―1：38．1―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
・（5，9）7（3，4）（1，6）（2，8）
8，9（5，7）4（3，1，6）2

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ユ エ ン �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．11．21 東京4着

2018．4．23生 牝4鹿 母 サクラパピルス 母母 サクラキャンドル 10戦3勝 賞金 37，100，000円

13082 5月28日 晴 稍重 （4中京3） 第7日 第10競走 ��
��1，900�

い せ

伊勢ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

59 フィニステール 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 B474＋ 21：58．5 3．7�

23 � コパノリッチマン 牡5栃栗57 酒井 学小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514± 01：58．6クビ 83．7�
612 ノーブルシルエット 牝4黒鹿55 横山 和生吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 464－ 2 〃 クビ 4．2�
24 ヴィアメント 	5栗 57 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B484＋ 4 〃 クビ 15．3�
510 メガゴールド 牡4芦 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B518－ 81：58．91
 23．5	
815 サンライズシェリー 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 484－ 2 〃 アタマ 11．5

48 カネコメノボル 	5栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430－ 81：59．22 30．5�
36 � ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿55 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 450－ 2 〃 クビ 9．5�
12 ダ ッ チ マ ン 	5青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464－ 21：59．41 99．3
35 クリノドラゴン 牡4栗 57 福永 祐一栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482± 01：59．5
 4．0�
11 ソルトイブキ 牡6黒鹿57 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 492＋ 41：59．7� 35．7�
47 ワンダーエカルテ 牝6芦 55 角田 大河山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 510－ 62：00．33
 121．9�
713 ベルジュネス 	6鹿 57 秋山真一郎岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B464－ 82：00．72
 98．4�
816 ギブミーラブ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．01� 71．7�
714 エクレルシー 牡4黒鹿57 岩田 望来�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B504± 02：02．38 37．4�
611 ラヴォラーレ 牡4鹿 57 和田 竜二 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 526－ 4 （競走中止） 15．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，312，700円 複勝： 84，414，600円 枠連： 28，283，900円
馬連： 124，958，000円 馬単： 44，209，000円 ワイド： 103，658，900円
3連複： 189，211，000円 3連単： 186，322，600円 計： 814，370，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，500円 � 190円 枠 連（2－5） 2，370円

馬 連 �� 16，550円 馬 単 �� 20，350円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 430円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 19，960円 3 連 単 ��� 146，990円

票 数

単勝票数 計 533127 的中 � 112688（1番人気）
複勝票数 計 844146 的中 � 169903（1番人気）� 10045（14番人気）� 126411（3番人気）
枠連票数 計 282839 的中 （2－5） 9224（10番人気）
馬連票数 計1249580 的中 �� 5849（39番人気）
馬単票数 計 442090 的中 �� 1629（63番人気）
ワイド票数 計1036589 的中 �� 6496（39番人気）�� 69342（2番人気）�� 5196（49番人気）
3連複票数 計1892110 的中 ��� 7109（56番人気）
3連単票数 計1863226 的中 ��� 919（435番人気）

ハロンタイム 7．4―11．2―11．6―13．2―12．5―12．3―12．4―12．6―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．6―30．2―43．4―55．9―1：08．2―1：20．6―1：33．2―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

フィニステール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．19 京都3着

2017．5．15生 牡5黒鹿 母 リトルダーリン 母母 エリモエクセル 13戦4勝 賞金 56，442，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ラヴォラーレ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サペラヴィ号
（非抽選馬） 3頭 アズユーフィール号・サトノロイヤル号・メイショウミカワ号



13083 5月28日 晴 良 （4中京3） 第7日 第11競走 ��
��1，200�第5回葵 ス テ ー ク ス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

47 ウインマーベル 牡3栗 57 松山 弘平�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B464－ 21：08．2 4．6�
36 コムストックロード 牝3鹿 54 和田 竜二 �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 426－ 41：08．62	 20．2�
713 ブレスレスリー 牝3芦 54 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 8 〃 ハナ 6．8�
612 ウインモナーク 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 480－ 4 〃 クビ 9．0�
59 カイカノキセキ 牝3青鹿54 
島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：08．7クビ 6．6	
35 シゲルファンノユメ 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 484＋ 41：08．8� 8．7

510 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 460－ 4 〃 クビ 36．9�
23 カジュフェイス 牡3鹿 56 秋山真一郎 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 474－ 41：08．9	 44．7�
714 ニシノレバンテ 牡3鹿 56 松田 大作西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 492＋ 81：09．0	 48．2
24 トップキャスト 牝3栗 54 坂井 瑠星�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 436＋10 〃 ハナ 35．3�
12 テイエムスパーダ 牝3芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 480－14 〃 クビ 14．8�
48 ヴィアドロローサ 牡3鹿 56 横山 和生 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450± 01：09．2� 39．1�
816 コ ラ リ ン 牝3栗 54 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：09．41 6．1�
815� ジャスパークローネ 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 484± 01：09．51 19．3�
611 タヤスゴールド 牡3栗 56 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 上山牧場 502＋ 41：09．6	 41．2�
11 ウラカワノキセキ 牝3鹿 54 藤岡 康太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456＋ 41：10．02	 37．6�
817 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 468－ 41：10．63	 121．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 163，568，400円 複勝： 236，904，900円 枠連： 76，748，200円
馬連： 446，226，600円 馬単： 143，238，400円 ワイド： 405，836，900円
3連複： 887，046，500円 3連単： 769，932，300円 計： 3，129，502，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 430円 � 230円 枠 連（3－4） 1，320円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 9，410円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 810円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 11，620円 3 連 単 ��� 67，480円

票 数

単勝票数 計1635684 的中 � 282517（1番人気）
複勝票数 計2369049 的中 � 388931（1番人気）� 120000（8番人気）� 269736（4番人気）
枠連票数 計 767482 的中 （3－4） 44942（3番人気）
馬連票数 計4462266 的中 �� 57471（23番人気）
馬単票数 計1432384 的中 �� 11407（37番人気）
ワイド票数 計4058369 的中 �� 58509（20番人気）�� 140758（3番人気）�� 43223（28番人気）
3連複票数 計8870465 的中 ��� 57207（32番人気）
3連単票数 計7699323 的中 ��� 8271（185番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．2―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．2―44．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 4，1（12，15）（2，3，17）7，13，6（9，14）－10，16（8，5，11） 4 4（1，12）15（2，3，17）7（6，13）9，14，10（16，11）5，8

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 11戦4勝 賞金 94，203，000円
※出走取消馬 ショウナンマッハ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アネゴハダ号・オタルエバー号・キミワクイーン号・ソウテン号・ダークペイジ号・ブッシュガーデン号・

ペプチドヤマト号
（非抽選馬） 1頭 ピラティス号

13084 5月28日 晴 稍重 （4中京3） 第7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

714 ア シ タ バ 牝4栗 55 吉田 隼人佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478± 01：11．1 2．3�
12 フルールドネージュ 牝5栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 446＋ 41：11．42 10．0�
36 コ ル ニ リ ア 牡5鹿 57 城戸 義政�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 452－ 21：11．5クビ 221．2�
612 ノボベルサイユ 牝4青鹿55 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482＋ 6 〃 アタマ 59．8�
24 エールソヴール 牝4黒鹿55 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470＋ 41：11．6クビ 39．9	
11 メイショウミズモ 牝4黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 420＋ 8 〃 ハナ 17．0

816 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 480＋101：11．91� 6．7�
510 ウェーブメジャー 牡4鹿 57 浜中 俊万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B472－ 41：12．0� 41．8�
59 ヒ ヤ 牡4鹿 57 幸 英明山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 458＋ 61：12．1� 23．8
23 ル ー リ ン グ 牡4鹿 57 岩田 望来�G1レーシング 中村 直也 安平 追分ファーム B512＋ 21：12．41� 98．3�
35 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 55 福永 祐一森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 454－ 61：12．5クビ 18．3�
713 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 484－ 4 〃 クビ 6．5�
611 ロードレイライン 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 466＋ 4 〃 アタマ 8．2�
48 エコロマンボ 牝4鹿 55 岩田 康誠原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 502－ 4 〃 クビ 21．9�
47 フォックススリープ 牡4鹿 57 富田 暁石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B482－ 21：12．6クビ 70．5�
815 ア ル ナ ー ジ 牝4黒鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 474－ 41：13．13 62．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，734，500円 複勝： 103，294，800円 枠連： 30，559，800円
馬連： 133，195，700円 馬単： 46，946，200円 ワイド： 121，732，200円
3連複： 211，658，900円 3連単： 222，325，500円 計： 936，447，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 320円 � 3，440円 枠 連（1－7） 600円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 570円 �� 7，940円 �� 21，270円

3 連 複 ��� 77，090円 3 連 単 ��� 210，700円

票 数

単勝票数 計 667345 的中 � 223125（1番人気）
複勝票数 計1032948 的中 � 271927（1番人気）� 75160（5番人気）� 5394（16番人気）
枠連票数 計 305598 的中 （1－7） 38966（2番人気）
馬連票数 計1331957 的中 �� 81925（3番人気）
馬単票数 計 469462 的中 �� 18233（4番人気）
ワイド票数 計1217322 的中 �� 59919（3番人気）�� 3785（72番人気）�� 1404（103番人気）
3連複票数 計2116589 的中 ��� 2059（197番人気）
3連単票数 計2223255 的中 ��� 765（601番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．6―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 ・（2，10）14（6，12，11）7，4（5，15）13（1，9，16）3，8 4 ・（2，10）（6，14）（12，11）（4，7）13，5（1，9，16）15（8，3）

勝馬の
紹 介

ア シ タ バ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2021．6．5 中京13着

2018．6．1生 牝4栗 母 ウインプラチナム 母母 ダイヤモンドビコー 10戦3勝 賞金 41，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビーアイフェリペ号
（非抽選馬） 4頭 ストリートピアノ号・ハギノオーロ号・マヒオレ号・レーヴリアン号



（4中京3）第7日 5月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

253，950，000円
5，570，000円
28，160，000円
1，740，000円
32，870，000円
70，788，000円
4，716，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
642，283，100円
859，144，100円
223，929，100円
1，199，750，400円
482，415，300円
1，069，392，600円
2，018，986，200円
2，196，208，700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 8，692，109，500円

総入場人員 4，357名 （有料入場人員 4，040名）
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