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15001 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 ルージュシェノン 牝3栗 54 D．レーン �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 436－ 21：25．4 5．5�
（豪）

713 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ
ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 アタマ 8．6�

24 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 21：25．5� 2．3�

47 ピンクムーン 牝3栗 54
52 △小沢 大仁森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 21：25．92� 5．9�
816 オースミリン 牝3栗 54 柴山 雄一�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 440± 01：26．0クビ 72．2�
510 ビュークレスト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：26．31� 114．2

48 シェンフォン 牝3鹿 54 藤岡 康太 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 434＋ 21：26．51� 5．0�
612 ソプラヴェステ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 454＋12 〃 クビ 137．7�
23 ナ チ ュ ラ ル 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 新冠 協和牧場 406 ―1：26．81� 59．3

12 スリーズロワイヤル 牝3黒鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 422± 01：26．91 238．0�
815 フラッシュオーバー 牝3栗 54

52 △角田 大和杉山 忠国氏 藤岡 健一 新ひだか 明治牧場 460＋ 81：27．0クビ 66．4�
35 トウシンハナ 牝3栗 54 和田 竜二�サトー 村山 明 新ひだか 服部 牧場 424－ 61：27．1� 134．1�
11 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 420－ 41：27．31 110．1�
611 ジューンフラワー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 418＋ 61：27．62 227．8�
36 エイシンスキャンプ 牝3鹿 54 岩田 望来�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 510＋ 21：27．7� 17．0�
59 アビークワイア 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：27．8クビ 44．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，762，100円 複勝： 70，499，800円 枠連： 14，786，100円
馬連： 61，881，300円 馬単： 33，046，800円 ワイド： 69，965，000円
3連複： 112，964，900円 3連単： 124，388，300円 計： 527，294，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 130円 � 210円 � 110円 枠 連（7－7） 2，300円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 520円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 397621 的中 � 57506（3番人気）
複勝票数 計 704998 的中 � 128308（2番人気）� 56478（5番人気）� 239415（1番人気）
枠連票数 計 147861 的中 （7－7） 4964（6番人気）
馬連票数 計 618813 的中 �� 26917（6番人気）
馬単票数 計 330468 的中 �� 7741（11番人気）
ワイド票数 計 699650 的中 �� 30291（6番人気）�� 92752（1番人気）�� 46484（4番人気）
3連複票数 計1129649 的中 ��� 82280（1番人気）
3連単票数 計1243883 的中 ��� 12368（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．8―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュシェノン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．9．25 中京10着

2019．2．17生 牝3栗 母 レッドクラウディア 母母 シェアザストーリー 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 スリーズロワイヤル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月4日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15002 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

812 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 458± 01：54．6 16．7�
11 コンジャンクション 牡3黒鹿56 D．レーン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B490－ 21：54．7� 5．4�

（豪）

56 インブレッドセンス 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B466－ 41：54．8� 31．4�

79 ストロンゲスト 牡3芦 56 吉田 隼人阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 488－ 21：54．9� 23．6�
68 ヒノデテイオー 牡3栗 56 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 442＋ 61：55．21� 2．6�
44 シャドウアイル 牡3栗 56 坂井 瑠星飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 ハナ 23．5	
811 セイウンケルン 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 438＋ 61：55．51� 364．2

55 サウンドキングダム 牡3青鹿 56

54 △小沢 大仁増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 小泉牧場 492＋ 61：55．71� 64．5�
33 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 520＋ 21：55．8� 7．2�
67 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 460－ 21：57．18 20．9
22 ロカビリークイッフ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ �グリーンファーム音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B474－ 62：01．0大差 173．7�
710 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 518－ 8 （競走中止） 3．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，430，600円 複勝： 59，865，400円 枠連： 11，277，000円
馬連： 69，655，700円 馬単： 32，823，800円 ワイド： 64，954，200円
3連複： 116，407，900円 3連単： 138，269，200円 計： 534，683，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 350円 � 200円 � 770円 枠 連（1－8） 3，750円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 3，490円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 20，330円 3 連 単 ��� 170，190円

票 数

単勝票数 計 414306 的中 � 19807（5番人気）
複勝票数 計 598654 的中 � 42293（5番人気）� 95962（2番人気）� 17090（9番人気）
枠連票数 計 112770 的中 （1－8） 2329（14番人気）
馬連票数 計 696557 的中 �� 14190（14番人気）
馬単票数 計 328238 的中 �� 2489（36番人気）
ワイド票数 計 649542 的中 �� 15942（13番人気）�� 4688（32番人気）�� 9249（24番人気）
3連複票数 計1164079 的中 ��� 4294（56番人気）
3連単票数 計1382692 的中 ��� 589（382番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―51．1―1：03．7―1：16．2―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルツキミザケ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．7．31 新潟10着

2019．3．25生 牡3黒鹿 母 エアマスカット 母母 エアメサイア 7戦1勝 賞金 7，820，000円
〔発走状況〕 コンジャンクション号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 チベリウス号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 ヒノデテイオー号の騎手斎藤新は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔調教再審査〕 チベリウス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロカビリークイッフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月4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〕 ロカビリークイッフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月4日まで平地競走に出走でき

ない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 中京競馬 第１日



15003 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第3競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816 テイエムヒマラヤ 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 460＋ 61：12．1 5．0�
612 ロックユアハート 牝3鹿 54 坂井 瑠星青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 462－ 41：12．2� 12．8�
713 メイショウアジロ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 474－ 41：12．3クビ 4．0�
12 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 0 〃 アタマ 3．8�
23 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 424－ 21：13．78 22．7�
48 フィオリーカズマ �3鹿 56

54 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468－ 81：14．02 39．3	
59 サンマルカーラ 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 480－ 2 〃 クビ 219．7

714 テイエムフォンテ 牡3鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B492－ 4 〃 ハナ 29．3�
36 メイショウコマヒメ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 410－ 41：14．21� 282．5�
11 アイファームーラン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 444± 01：14．3クビ 98．8
24 メイショウヤマジロ 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 高橋フアーム 514－261：14．4� 221．3�
815 サトノアヴァロン 牡3青鹿56 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 21：14．6� 5．6�
35 タガノシリフケ 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 21：14．7� 8．0�

47 ルクスラピッド 牡3鹿 56 西村 淳也�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 466＋161：15．97 48．6�
611 カ ン ト 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 436± 01：16．21� 98．0�
510 カシノスコフィルド 牡3栗 56 小崎 綾也柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 木村牧場 478 ―1：16．73 148．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，539，000円 複勝： 59，506，800円 枠連： 14，498，500円
馬連： 62，569，200円 馬単： 26，231，300円 ワイド： 61，977，100円
3連複： 103，084，400円 3連単： 103，216，900円 計： 471，623，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 320円 � 140円 枠 連（6－8） 1，410円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 300円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 21，840円

票 数

単勝票数 計 405390 的中 � 64437（3番人気）
複勝票数 計 595068 的中 � 102041（3番人気）� 34688（6番人気）� 138006（1番人気）
枠連票数 計 144985 的中 （6－8） 7969（5番人気）
馬連票数 計 625692 的中 �� 15612（12番人気）
馬単票数 計 262313 的中 �� 3501（23番人気）
ワイド票数 計 619771 的中 �� 12751（16番人気）�� 60838（1番人気）�� 17285（10番人気）
3連複票数 計1030844 的中 ��� 21611（8番人気）
3連単票数 計1032169 的中 ��� 3425（60番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―11．5―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムヒマラヤ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．11．7 阪神2着

2019．3．18生 牡3鹿 母 ヒマラヤタカコ 母母 トーヨーフレンチ 5戦1勝 賞金 13，500，000円
〔制裁〕 イプノーズ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カント号・カシノスコフィルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月4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〕 メイショウコマヒメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月4日まで平地競走に出走でき

ない。

15004 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11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 イスラグランデ 牡3鹿 56 国分 恭介 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534± 02：00．5 11．0�

813 カ イ ザ ー 牡3青鹿56 西村 淳也近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 478－14 〃 ハナ 14．0�
45 ゲイングラウンド 牡3青鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 アタマ 4．6�
711� メイショウケイガン 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 522＋ 22：00．82 2．5�
46 エスポワールエール 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494 ―2：00．9� 18．8�
57 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 442－ 22：01．21� 11．2	
11 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 460－ 22：01．51� 161．2�

814 フラワリング 牝3青鹿54 D．レーン �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B462－12 〃 ハナ 23．9�
（豪）

610 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 松山 弘平泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B486－ 62：01．71� 9．0
22 � スタニングスター 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 英 Teruya

Yoshida 428± 0 〃 クビ 6．5�
34 テーオーノブレス 牝3栗 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 406 ―2：01．8クビ 87．4�
69 クラウドボウ 	3黒鹿56 加藤 祥太前田 晋二氏 杉山 佳明 様似 清水 誠一 466－ 22：02．86 176．8�
712 クリノクークラン 牡3鹿 56

54 △角田 大和栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 旭 牧場 448－ 92：03．43� 450．6�
58 ハギノルーク 牡3鹿 56 柴田 未崎安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 B460 ―2：03．61� 221．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，793，000円 複勝： 60，390，700円 枠連： 12，780，200円
馬連： 63，780，100円 馬単： 28，948，700円 ワイド： 60，937，200円
3連複： 95，323，400円 3連単： 108，952，600円 計： 476，905，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 350円 � 190円 枠 連（3－8） 3，130円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 11，650円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 900円 �� 960円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 74，580円

票 数

単勝票数 計 457930 的中 � 33280（5番人気）
複勝票数 計 603907 的中 � 53542（6番人気）� 40064（7番人気）� 98727（2番人気）
枠連票数 計 127802 的中 （3－8） 3163（14番人気）
馬連票数 計 637801 的中 �� 8939（23番人気）
馬単票数 計 289487 的中 �� 1863（47番人気）
ワイド票数 計 609372 的中 �� 10131（22番人気）�� 17592（11番人気）�� 16516（12番人気）
3連複票数 計 953234 的中 ��� 8005（34番人気）
3連単票数 計1089526 的中 ��� 1059（260番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．8―12．5―12．1―11．9―11．7―11．4―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．6―49．1―1：01．2―1：13．1―1：24．8―1：36．2―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．7
1
3
13（1，5）－7－2，11（3，10）9－6，4，14－12－8
5（13，7，11）（3，1，9）2（4，10）6，14，12－8

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

勝馬の
紹 介

イスラグランデ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．12．19 阪神3着

2019．2．21生 牡3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エレダール号の騎手服部寿希は，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）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15005 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

66 ダイヤモンドハンズ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498 ―1：35．4 2．2�
22 スズカダブル 牡2栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 488 ―1：35．61� 10．7�
11 マイネルメモリー 牡2黒鹿54 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 440 ― 〃 クビ 19．6�
88 リアリーホット 牝2鹿 54 川田 将雅長谷川祐司氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．02� 3．4�
33 スペキオサレジーナ 牝2青鹿54 D．レーン MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．1アタマ 14．3	

（豪）

77 トゥーテイルズ 牝2青鹿54 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 � 5．4


89 サトノミスチーフ 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 平田 修 千歳 社台ファーム 480 ―1：36．2� 27．9�
55 クリスタルダムール 牝2鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 森田 直行 安平 追分ファーム 426 ―1：36．94 103．0�
44 メイショウオトギ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 412 ―1：37．42� 62．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 68，687，200円 複勝： 52，687，100円 枠連： 7，874，600円
馬連： 61，146，000円 馬単： 36，770，900円 ワイド： 51，310，300円
3連複： 80，606，500円 3連単： 144，050，100円 計： 503，132，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 350円 枠 連（2－6） 1，220円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 680円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 14，330円

票 数

単勝票数 計 686872 的中 � 252688（1番人気）
複勝票数 計 526871 的中 � 152686（1番人気）� 55413（4番人気）� 28018（6番人気）
枠連票数 計 78746 的中 （2－6） 4984（5番人気）
馬連票数 計 611460 的中 �� 39287（5番人気）
馬単票数 計 367709 的中 �� 15749（7番人気）
ワイド票数 計 513103 的中 �� 31547（5番人気）�� 19195（9番人気）�� 7782（18番人気）
3連複票数 計 806065 的中 ��� 13079（16番人気）
3連単票数 計1440501 的中 ��� 7286（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．1―48．5―1：00．8―1：12．5―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

3 ・（2，3）（5，6）（1，7）8（4，9）
2
4

・（2，3）（5，6）7，1（8，9）4・（2，3）（5，6）（1，8，7）（4，9）
勝馬の
紹 介

ダイヤモンドハンズ �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 El Corredor 初出走

2020．2．7生 牡2鹿 母 メチャコルタ 母母 Aqui Lulu 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15006 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

57 アーテルアストレア 牝3青鹿52 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 61：53．0 3．5�

814 スパークルアイズ 牝3鹿 52
50 △角田 大和�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 21：53．63� 7．0�
813 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 61：53．7クビ 4．7�
45 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 クビ 5．8�
22 ウインメイフラワー 牝3栗 52 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 488＋ 61：54．23 9．0	
33 メイショウホタルビ 牝4栗 55

53 △小沢 大仁松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 432＋ 41：54．51� 13．1

34 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：54．92� 30．2�
712 クーシフォン 牝3鹿 52 吉田 隼人水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 446＋ 2 〃 クビ 43．8�
11 グレナデンシロップ 牝3黒鹿52 �島 克駿吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：55．0� 44．4
46 ワイドアウェイク 牝4栗 55 坂井 瑠星 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 502＋ 61：55．1クビ 24．3�
69 ベゼドランジュ 牝4栗 55 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B492－ 41：55．52� 34．0�
610 ジョイフルダンサー 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 440－ 41：55．6クビ 41．0�
711 ナイトオブレディ 牝5黒鹿 55

53 △松本 大輝 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 41：55．81 106．8�

58 ポルテーニャ 牝3栗 52
49 ▲角田 大河�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－121：56．12 13．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，051，500円 複勝： 66，982，600円 枠連： 16，565，100円
馬連： 66，584，500円 馬単： 27，202，300円 ワイド： 72，017，800円
3連複： 107，545，600円 3連単： 104，377，500円 計： 501，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 160円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 740円 �� 430円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 13，760円

票 数

単勝票数 計 400515 的中 � 90165（1番人気）
複勝票数 計 669826 的中 � 115486（1番人気）� 94698（3番人気）� 106756（2番人気）
枠連票数 計 165651 的中 （5－8） 26750（1番人気）
馬連票数 計 665845 的中 �� 28563（5番人気）
馬単票数 計 272023 的中 �� 7051（5番人気）
ワイド票数 計 720178 的中 �� 24058（9番人気）�� 45303（1番人気）�� 30411（2番人気）
3連複票数 計1075456 的中 ��� 31984（2番人気）
3連単票数 計1043775 的中 ��� 5496（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．2―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーテルアストレア �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．9．25 中京10着

2019．2．7生 牝3青鹿 母 スターズインヘヴン 母母 ハンドレッドスコア 6戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走状況〕 ポルテーニャ号は，枠内駐立不良〔突進〕。



15007 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

66 ゼッフィーロ 牡3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468＋ 41：59．6 2．5�
55 ブラックシールド 牡3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：59．7� 4．1�

（豪）

22 ダノンジャッカル 牡3黒鹿54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 456± 01：59．8クビ 2．4�
11 アンフィニドール 牝4鹿 55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 486＋28 〃 クビ 7．0�
77 オ オ キ ニ 牡3鹿 54

50 ★今村 聖奈岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 448－ 22：00．43� 25．0	
33 ウッドショック 牡3黒鹿54 太宰 啓介小林 善一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 494－ 42：01．03� 79．8

44 リュウセイグン 牡4栗 57 酒井 学二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 510－ 4 〃 アタマ 102．8�
88 � シュアーウィナー 牡4鹿 57 斎藤 新久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 474＋ 12：01．53 99．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，906，200円 複勝： 46，205，700円 枠連： 発売なし
馬連： 52，671，100円 馬単： 33，402，600円 ワイド： 38，971，700円
3連複： 73，971，900円 3連単： 179，496，700円 計： 468，625，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 150円 �� 120円 �� 150円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，070円

票 数

単勝票数 計 439062 的中 � 135120（2番人気）
複勝票数 計 462057 的中 � 162241（1番人気）� 80393（3番人気）� 139834（2番人気）
馬連票数 計 526711 的中 �� 94224（2番人気）
馬単票数 計 334026 的中 �� 34966（3番人気）
ワイド票数 計 389717 的中 �� 62673（2番人気）�� 91170（1番人気）�� 59214（3番人気）
3連複票数 計 739719 的中 ��� 255198（1番人気）
3連単票数 計1794967 的中 ��� 121546（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．7―49．1―1：00．8―1：13．1―1：25．4―1：37．0―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼッフィーロ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．2．6 中京1着

2019．2．5生 牡3鹿 母 ワイルドウインド 母母 Woman Secret 4戦2勝 賞金 19，329，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15008 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

12 ルピナスリード 牝3黒鹿52 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 454＋ 41：19．7 3．7�
35 シュライエン 牝4黒鹿55 西村 淳也�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 41：19．91� 10．2�
23 ショウナンガニアン 牡4鹿 57 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 456± 01：20．01 18．8�
48 アスターディゴン 牡3青鹿54 �島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476－ 21：20．21� 7．0�
714 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 41：20．41 9．1	
24 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 藤岡 康太清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474± 01：20．5� 11．3

11 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 410－ 4 〃 クビ 119．6�
36 ビップランバン 牡4黒鹿57 D．レーン 鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：20．6クビ 9．7�

（豪）

611 ニホンピロジャック 牡4黒鹿57 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 466－ 21：20．7	 203．0
713
 レッドルピナス 牝5鹿 55 荻野 極 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 ハナ 141．7�
612 パ ン ド レ ア 牝3鹿 52 吉田 隼人 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋161：20．8	 6．7�
59 ド リ ア ー ド 牝4青鹿55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 470－ 21：20．9	 93．0�
815
 タツオウカケンラン 牝5青鹿55 斎藤 新鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 462＋101：21．0� 115．9�
510 カ イ ハ オ ン 牡3鹿 54 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 アタマ 7．1�
816 スワーヴドン 牡5鹿 57 岩田 望来�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム B496－101：21．1クビ 34．2�
47 テイエムフローラ 牝5黒鹿 55

51 ★今村 聖奈竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 458－121：21．52� 29．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，890，700円 複勝： 85，182，500円 枠連： 22，135，300円
馬連： 100，705，600円 馬単： 38，329，100円 ワイド： 97，112，000円
3連複： 166，548，500円 3連単： 157，336，600円 計： 720，240，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 300円 � 500円 枠 連（1－3） 1，140円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，340円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 33，330円

票 数

単勝票数 計 528907 的中 � 113157（1番人気）
複勝票数 計 851825 的中 � 150519（1番人気）� 70271（6番人気）� 36946（9番人気）
枠連票数 計 221353 的中 （1－3） 15008（1番人気）
馬連票数 計1007056 的中 �� 41543（4番人気）
馬単票数 計 383291 的中 �� 9105（4番人気）
ワイド票数 計 971120 的中 �� 33794（4番人気）�� 18502（19番人気）�� 10396（31番人気）
3連複票数 計1665485 的中 ��� 12801（34番人気）
3連単票数 計1573366 的中 ��� 3422（83番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．2―11．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．2―45．4―56．4―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルピナスリード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．20 阪神2着

2019．2．18生 牝3黒鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 5戦2勝 賞金 18，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15009 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第9競走 ��1，800�
や と み

弥 富 特 別
発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス，R3．6．5以降R4．5．29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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

47 タイセイドレフォン 牡3鹿 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 61：51．1 2．5�
611 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 482－ 21：52．48 4．9�
510 キングスバーンズ 牡5栗 55 D．レーン 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B522± 01：52．5クビ 18．9�

（豪）

12 セブンデイズ 牡4青鹿55 岩田 望来前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 494－ 21：52．71 3．7�
24 ミッションレール 牡4鹿 54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 488＋ 41：53．02 29．1�
612 ラ ル フ 牡4栗 55 西村 淳也�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 488－141：53．1� 41．6	
59 キングダムウイナー 牡5鹿 55 藤岡 康太ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 482－ 41：53．2クビ 48．7

36 ジ ロ ー 牡5鹿 54 松山 弘平エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 478－16 〃 クビ 31．3�
816 デ ィ パ ッ セ 牡3鹿 53 池添 謙一村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 486± 01：53．3� 6．6�
48 サワヤカコーズサン 牡4栗 54 吉田 隼人永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 476± 0 〃 アタマ 57．9
11 スズカルビコン 牡4栗 54 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B518± 01：53．72� 77．6�
23 イツカハシャチョウ 牡4鹿 55 幸 英明 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500－ 2 〃 ハナ 62．6�
713 ヤマニンスプレモ 牡6青鹿53 角田 大和土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 492＋ 81：54．12� 330．6�
35 ハイパーノヴァ �8栃栗55 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492－ 41：54．2� 39．3�
815 レアリザトゥール 牡5黒鹿53 山田 敬士 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：54．62� 322．3�
714 コトブキアルニラム 牝4芦 52 亀田 温心尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 444＋ 21：55．13 260．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，887，100円 複勝： 93，247，700円 枠連： 25，080，500円
馬連： 123，814，200円 馬単： 50，640，400円 ワイド： 111，277，300円
3連複： 196，428，900円 3連単： 220，805，000円 計： 887，181，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 310円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 820円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 658871 的中 � 205473（1番人気）
複勝票数 計 932477 的中 � 249463（1番人気）� 142507（3番人気）� 54214（5番人気）
枠連票数 計 250805 的中 （4－6） 33255（2番人気）
馬連票数 計1238142 的中 �� 146324（2番人気）
馬単票数 計 506404 的中 �� 31840（3番人気）
ワイド票数 計1112773 的中 �� 93540（2番人気）�� 33445（7番人気）�� 19611（12番人気）
3連複票数 計1964289 的中 ��� 41269（6番人気）
3連単票数 計2208050 的中 ��� 13729（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．9―49．2―1：01．1―1：13．5―1：25．8―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
16－10，11，7（8，12）1（2，13）－（4，15）－（5，6）14，3，9
16－（10，11）7，12（1，8，13）2（4，14）（6，15，9）（5，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドレフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 トワイニング デビュー 2021．9．20 中京6着

2019．4．1生 牡3鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 7戦3勝 賞金 37，713，000円
※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 ウインレゼルヴ号・ユースフルラヴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15010 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第10競走 ��1，600�中京スポニチ賞
発走15時00分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
中京スポニチ賞（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

77 スズカトップバゴ 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 466± 01：33．6 2．8�
89 ジュンブルースカイ 牡4鹿 57 D．レーン 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 81：33．7クビ 3．3�

（豪）

78 � アルディテッツァ 牡6鹿 57 吉田 隼人�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496－ 8 〃 クビ 23．0�

810 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿57 藤岡 佑介平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 506＋ 4 〃 ハナ 5．2�
55 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿55 岩田 望来大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：33．8� 8．6�
33 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 �島 克駿小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 484－16 〃 クビ 17．6	
66 ディープハーモニー 牡5黒鹿57 角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 484－ 21：33．9	 55．7

44 マルモネオフォース 牝6鹿 55 古川 吉洋まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 518＋101：34．0クビ 68．9�
11 ジャンカズマ 牡4鹿 57 松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B464－141：34．1� 6．7�
22 メイショウカミシマ 牡8黒鹿57 角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 470－ 81：34．41	 72．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，308，700円 複勝： 66，522，500円 枠連： 19，250，500円
馬連： 104，349，900円 馬単： 50，057，000円 ワイド： 79，721，000円
3連複： 150，071，700円 3連単： 234，072，400円 計： 757，353，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 360円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 990円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 533087 的中 � 147770（1番人気）
複勝票数 計 665225 的中 � 160550（1番人気）� 144382（2番人気）� 30589（7番人気）
枠連票数 計 192505 的中 （7－8） 55797（1番人気）
馬連票数 計1043499 的中 �� 157483（1番人気）
馬単票数 計 500570 的中 �� 39722（1番人気）
ワイド票数 計 797210 的中 �� 99726（1番人気）�� 18631（13番人気）�� 15267（15番人気）
3連複票数 計1500717 的中 ��� 36065（12番人気）
3連単票数 計2340724 的中 ��� 14348（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―46．8―59．0―1：10．4―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカトップバゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．11．8 阪神3着

2018．3．8生 牡4栗 母 マイネマリアンヌ 母母 エアリバティー 13戦3勝 賞金 40，852，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 スズカトップバゴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スズカトップバゴ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15011 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第11競走
第75回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，R3．6．5以降GⅠ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，R3．6．4以前のGⅠ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）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 ヴェルトライゼンデ 牡5黒鹿56 D．レーン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：57．7 4．9�
（豪）

89 ジェラルディーナ 牝4鹿 54 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 452＋ 21：57．8� 5．4�
33 サンレイポケット 牡7黒鹿56 	島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 480± 0 〃 アタマ 5．1�
55 ギ ベ オ ン 牡7鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 41：57．9� 12．8�
44 キングオブドラゴン 牡5黒鹿56 岩田 望来窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 500－ 41：58．01 6．2�
78 カイザーバローズ 牡4青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 444－ 81：58．1クビ 4．1	
77 ショウナンバルディ 牡6黒鹿56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 456＋ 41：58．52� 9．6

11 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 476－ 21：58．92� 43．1�

810 ヤ シ ャ マ ル 牡5黒鹿56 松田 大作高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 508－ 41：59．0
 18．3
66 アドマイヤジャスタ 牡6鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 508－121：59．42� 116．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 213，179，000円 複勝： 296，150，900円 枠連： 55，339，200円
馬連： 527，988，400円 馬単： 191，910，400円 ワイド： 431，632，600円
3連複： 963，916，200円 3連単： 1，305，784，100円 計： 3，985，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 200円 � 170円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 690円 �� 470円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 12，620円

票 数

単勝票数 計2131790 的中 � 341660（2番人気）
複勝票数 計2961509 的中 � 411130（3番人気）� 377420（5番人気）� 459505（2番人気）
枠連票数 計 553392 的中 （2－8） 34444（6番人気）
馬連票数 計5279884 的中 �� 256905（7番人気）
馬単票数 計1919104 的中 �� 51815（10番人気）
ワイド票数 計4316326 的中 �� 155293（11番人気）�� 240860（3番人気）�� 181683（6番人気）
3連複票数 計9639162 的中 ��� 291804（7番人気）
3連単票数 計13057841 的中 ��� 75010（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．1―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．4―1：34．7―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトライゼンデ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Acatenango デビュー 2019．9．1 小倉1着

2017．2．8生 牡5黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 10戦3勝 賞金 219，509，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15012 6月4日 晴 良 （4中京4） 第1日 第12競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

510 ジ レ ト ー ル 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 474＋ 21：23．9 1．4�
815 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 41：24．11� 9．1�
714� シャークスポット 牡4鹿 57

55 △松本 大輝沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 450－ 61：24．63 17．3�
611 ル モ ン ド 牡6鹿 57 国分 優作�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 476＋ 21：24．7クビ 52．2�
36 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 512－ 21：24．8� 12．3	
11 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 446－ 61：24．9� 10．6

713 ルドンカズマ 牡5鹿 57 �島 克駿合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B498－ 21：25．11 42．5�
35 � タイセイブレイズ 牡4鹿 57 西村 淳也田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 464± 0 〃 クビ 76．1�
59 テンテキセンセキ 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大河岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：25．31� 96．4
612 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 480－ 41：25．4� 81．5�
24 ミラクルチューン 牝6黒鹿 55

53 △角田 大和ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 488± 0 〃 アタマ 427．1�
48 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 福永 祐一馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 512－14 〃 アタマ 9．5�
23 ペイシャリルキス 	6鹿 57 松田 大作北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 492－ 21：25．5クビ 332．3�
47 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 458－ 2 〃 ハナ 142．3�
816� クリノキララ 牝4鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 436－ 4 〃 クビ 84．2�
12 スカーレットジンク 牡4芦 57

55 △小沢 大仁�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：25．81� 43．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 91，889，000円 複勝： 172，849，400円 枠連： 33，937，500円
馬連： 159，573，900円 馬単： 98，523，700円 ワイド： 169，399，900円
3連複： 283，782，900円 3連単： 447，923，900円 計： 1，457，880，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 � 300円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 370円 �� 540円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 918890 的中 � 498187（1番人気）
複勝票数 計1728494 的中 � 913244（1番人気）� 130357（3番人気）� 72123（6番人気）
枠連票数 計 339375 的中 （5－8） 42810（2番人気）
馬連票数 計1595739 的中 �� 179700（2番人気）
馬単票数 計 985237 的中 �� 91111（2番人気）
ワイド票数 計1693999 的中 �� 126426（3番人気）�� 80376（5番人気）�� 30716（14番人気）
3連複票数 計2837829 的中 ��� 85331（7番人気）
3連単票数 計4479239 的中 ��� 47905（14番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．0―12．5―12．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．3―47．8―1：00．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ レ ト ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2021．7．25 新潟5着

2019．4．22生 牡3鹿 母 サ ン ビ ス タ 母母 ホワイトカーニバル 7戦3勝 賞金 38，938，000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 レーヴリアン号



（4中京4）第1日 6月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157頭 本 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

257，340，000円
25，250，000円
1，330，000円
33，110，000円
70，691，000円
4，487，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
797，324，100円
1，130，091，100円
233，524，500円
1，454，719，900円
647，887，000円
1，309，276，100円
2，450，652，800円
3，268，673，300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 11，292，148，800円

総入場人員 5，215名 （有料入場人員 4，895名）
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