
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

15025 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00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

11 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 B432－ 21：54．1 4．1�
69 エムリエール 牡3鹿 56 城戸 義政村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 458＋ 31：54．31 92．8�
22 ホーリーインパクト 牡3黒鹿56 団野 大成ホシノレーシング 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 500± 01：55．04 93．2�
813 ディーノエナジー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下
ファーム 496－ 91：55．42� 23．1�

711 テイエムラヴィータ 牡3鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 カミイスタット 514－12 〃 ハナ 33．4�
712 シンゼンハット 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 440－ 81：55．82 15．7�
34 チャコワールド 牡3黒鹿56 柴田 未崎中島 俊房氏 �島 一歩 新ひだか 加野牧場 426＋14 〃 クビ 278．4	
57 ミステリーボックス �3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B496＋ 2 〃 クビ 1．6

814 シックザイン 牡3栗 56 幸 英明ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋ 61：56．11� 10．7�
46 サヨノミニスター 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新冠 ラツキー牧場 B458－ 21：56．95 20．4
45 ワンダースピアー 牡3栗 56 藤岡 康太山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 B498＋ 21：57．22 133．3�
58 アスクオーマイキー 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 492＋ 41：57．51� 17．8�
610 ライダーストーム 牡3青鹿 56

54 △松本 大輝水谷 美穂氏 茶木 太樹 日高 豊洋牧場 478＋ 41：58．77 28．2�
33 クリノクークラン 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 旭 牧場 452＋ 42：00．08 335．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，515，600円 複勝： 78，688，000円 枠連： 9，784，200円
馬連： 46，056，900円 馬単： 27，096，300円 ワイド： 47，524，500円
3連複： 82，272，700円 3連単： 105，122，500円 計： 426，060，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 310円 � 2，890円 � 2，720円 枠 連（1－6） 3，480円

馬 連 �� 11，930円 馬 単 �� 16，060円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 2，760円 �� 26，210円

3 連 複 ��� 155，420円 3 連 単 ��� 674，450円

票 数

単勝票数 計 295156 的中 � 57127（2番人気）
複勝票数 計 786880 的中 � 78341（2番人気）� 6578（11番人気）� 6999（10番人気）
枠連票数 計 97842 的中 （1－6） 2177（11番人気）
馬連票数 計 460569 的中 �� 2990（29番人気）
馬単票数 計 270963 的中 �� 1265（38番人気）
ワイド票数 計 475245 的中 �� 3944（30番人気）�� 4480（28番人気）�� 461（74番人気）
3連複票数 計 822727 的中 ��� 397（167番人気）
3連単票数 計1051225 的中 ��� 113（780番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．1―50．9―1：03．6―1：16．3―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ー ス タ ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．25 新潟8着

2019．3．24生 牝3鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 11戦1勝 賞金 10，950，000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〕 クリノクークラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11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〕 クリノクークラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月11日まで平地競走に出走でき

ない。

15026 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3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

11 ミレヴィーナス 牝3鹿 54 岩田 望来岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：24．6 5．3�
612 オ ゼ イ ユ 牝3栗 54 酒井 学杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 448＋ 41：25．23� 33．2�
47 シェンフォン 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム B432－ 21：25．62� 10．2�
815 オメガラブロッシュ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心原 �子氏 辻野 泰之 新ひだか 岡田スタツド 462－ 2 〃 アタマ 118．3�
48 リュッカクローナ 牡3鹿 56 秋山真一郎西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 460＋ 21：25．81� 4．1�
611 ココシルフィード 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 木下牧場 442± 01：26．11� 2．2	

23 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 B466＋ 4 〃 ハナ 15．0

816 サンライズモストロ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 510－10 〃 クビ 19．6�
12 スペースザリッパー 牡3鹿 56 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 木村牧場 516＋121：26．52� 18．7�
59 ナ ヴ ァ イ オ 牝3栗 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 440＋101：27．03 166．4
35 フ レ イ エ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 畠山牧場 464－ 61：27．1� 88．1�
36 ピエナカイト 牡3鹿 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 510＋ 41：27．2� 49．3�
24 ス カ イ 牝3鹿 54 富田 暁 �ニッシンホール

ディングス 茶木 太樹 新ひだか チャンピオンズファーム 402＋ 41：27．83� 298．1�
510 レッドバンディエラ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 460－ 21：28．22� 183．1�
714 ワンダーアリウープ 牡3鹿 56 小牧 太山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 秋場牧場 486 ―1：28．41� 217．5�
713 トウカイイグニス 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁内村 正則氏 長谷川浩大 新冠 長浜牧場 442－161：28．72 57．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，759，800円 複勝： 38，494，200円 枠連： 10，196，900円
馬連： 44，856，900円 馬単： 20，683，300円 ワイド： 41，995，600円
3連複： 70，502，100円 3連単： 80，345，600円 計： 333，834，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 780円 � 310円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 13，310円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 930円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 23，930円 3 連 単 ��� 143，820円

票 数

単勝票数 計 267598 的中 � 40332（3番人気）
複勝票数 計 384942 的中 � 54908（3番人気）� 10812（8番人気）� 33106（4番人気）
枠連票数 計 101969 的中 （1－6） 16339（2番人気）
馬連票数 計 448569 的中 �� 3860（25番人気）
馬単票数 計 206833 的中 �� 1165（38番人気）
ワイド票数 計 419956 的中 �� 4153（24番人気）�� 12074（9番人気）�� 2532（34番人気）
3連複票数 計 705021 的中 ��� 2209（63番人気）
3連単票数 計 803456 的中 ��� 405（348番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―11．9―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．8―46．7―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミレヴィーナス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．3．6 阪神13着

2019．3．27生 牝3鹿 母 サンドヴィーナス 母母 サンドピアリス 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 ナヴァイオ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

ココシルフィード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ココシルフィード号は，令和4年6月12日から令和4年7月2日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ナヴァイオ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイイグニス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11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〕 ナヴァイオ号・レッドバンディエラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月11日まで平地

競走に出走できない。

第４回 中京競馬 第３日



15027 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第3競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

710 ショウサンキズナ 牡3鹿 56
54 △松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 516－ 22：01．4 7．9�

55 ソリダリティ 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502－122：01．51 3．0�
33 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 松若 風馬�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B498± 02：01．92 7．2�
44 ドンシャーク 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B496＋ 22：02．11� 7．5�
56 サ イ ラ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－ 22：02．31� 5．1	
812 ゴールデンベッセル 牡3栗 56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 B522－ 22：03．47 5．0

68 サンライズルーチェ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 512＋ 2 〃 クビ 39．7�
79 メイショウレイメイ 牡3青鹿 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 494± 02：03．61 46．0�
67 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 450＋ 42：03．81� 289．0
811 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 444＋ 22：04．01 81．7�

22 キタサンガイセン 牡3黒鹿56 岩田 望来�大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 502± 02：04．32 110．5�
11 ホープインザダーク 牡3鹿 56 荻野 極 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム 510－ 82：06．1大差 15．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，025，200円 複勝： 37，640，500円 枠連： 7，422，900円
馬連： 38，169，300円 馬単： 18，274，900円 ワイド： 35，241，100円
3連複： 57，966，200円 3連単： 64，952，200円 計： 286，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 150円 � 200円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 480円 �� 730円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 270252 的中 � 27069（6番人気）
複勝票数 計 376405 的中 � 54169（3番人気）� 71196（1番人気）� 42834（6番人気）
枠連票数 計 74229 的中 （5－7） 8979（2番人気）
馬連票数 計 381693 的中 �� 18954（8番人気）
馬単票数 計 182749 的中 �� 3292（23番人気）
ワイド票数 計 352411 的中 �� 19414（4番人気）�� 11991（14番人気）�� 14600（11番人気）
3連複票数 計 579662 的中 ��� 16048（13番人気）
3連単票数 計 649522 的中 ��� 2258（101番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．0―43．8―57．0―1：09．8―1：22．9―1：35．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウサンキズナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．11．7 阪神3着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ショウサンウルル 母母 キングズラヴ 8戦1勝 賞金 11，680，000円
〔その他〕 ホープインザダーク号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

15028 6月11日 小雨 良 （4中京4） 第3日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

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

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

35 ゲーテローズ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 434± 02：01．7 2．2�
611 チ ョ ッ ピ ー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 450± 02：02．33� 5．7�

610 シルバーリング 牝3青 54
50 ★今村 聖奈杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 B450－ 22：02．4クビ 14．6�

815 セットリスト 牝3黒鹿54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 クビ 22．4�
712 ミナモトフェイス 牝3黒鹿54 福永 祐一 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 446－102：02．5クビ 6．0	
58 プリマヴィータ 牝3栗 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 428＋ 22：02．82 20．2

47 レ ア レ ア 牝3鹿 54

52 △松本 大輝武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋12 〃 アタマ 174．9�

713 ソングフォーマーヤ 牝3鹿 54 岩田 望来嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 山際牧場 456＋ 42：03．01� 4．5�
23 プラウドリネージュ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 422＋ 22：03．1クビ 75．6
34 アーブルチム 牝3青鹿54 富田 暁福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 458－ 22：03．52� 255．5�
814 ティンタルレ 牝3鹿 54 北村 友一�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 432＋ 42：04．03 26．3�
46 オーマイラヴアスク 牝3鹿 54 松若 風馬廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 476－ 82：04．1� 462．3�
59 ビップジャスミン 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 戸川牧場 418＋162：04．31 464．6�
22 グッドフィーリング 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�ターフ・スポート新谷 功一 浦河 中島牧場 466＋ 32：04．4� 131．5�
11 エイシントゥワイス 牝3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 428 ―2：04．5� 118．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，711，100円 複勝： 54，083，900円 枠連： 12，398，500円
馬連： 56，628，300円 馬単： 26，317，300円 ワイド： 52，706，800円
3連複： 83，648，200円 3連単： 94，906，500円 計： 426，400，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 250円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 290円 �� 520円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 457111 的中 � 163600（1番人気）
複勝票数 計 540839 的中 � 150417（1番人気）� 83948（3番人気）� 40118（5番人気）
枠連票数 計 123985 的中 （3－6） 21124（2番人気）
馬連票数 計 566283 的中 �� 78224（2番人気）
馬単票数 計 263173 的中 �� 20695（2番人気）
ワイド票数 計 527068 的中 �� 51999（2番人気）�� 24996（5番人気）�� 13823（11番人気）
3連複票数 計 836482 的中 ��� 34786（5番人気）
3連単票数 計 949065 的中 ��� 9846（15番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．7―13．1―12．3―12．3―12．5―11．9―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―23．8―36．5―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．7―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3
15，2－5，8（9，12）（4，10，13）（3，11，14）－（6，7）－1
15（2，5，12）9（8，13）（10，14）4，11（3，7）6－1

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

勝馬の
紹 介

ゲーテローズ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 小倉6着

2019．4．8生 牝3黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 8戦1勝 賞金 13，480，000円



15029 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時25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

22 マラキナイア 牝2黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 422 ―1：34．7 1．7�
67 レゾルシオン 牡2黒鹿54 松山 弘平前田 幸貴氏 鈴木 孝志 浦河 高昭牧場 464 ―1：35．02 8．7�
44 セレスティアリティ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436 ―1：35．11 4．7�
33 マイネルカーライル 牡2鹿 54

52 △松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―1：35．31 45．0�

66 アレンテージョ 牡2鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 坂口 智康 安平 追分ファーム 454 ―1：35．94 10．8	
79 コスモサガルマータ 牡2黒鹿54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：36．0� 35．7

78 トーホウキザン 牡2栗 54

50 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 462 ―1：36．1� 21．6�
（トーホウスパイス）

810 フェルヴェンテ 牡2鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 460 ―1：36．2� 78．3�
11 ラ ブ コ 牝2鹿 54 岩田 望来 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 392 ―1：37．26 25．0
811 アカリチャン 牝2黒鹿54 酒井 学北側 雅勝氏 長谷川浩大 日高 株式会社

目黒牧場 434 ―1：38．26 58．4�
55 ナディスター 牡2栗 54

50 ★今村 聖奈赤松 敬之氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 458 ―1：43．6大差 70．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 55，782，800円 複勝： 51，225，600円 枠連： 9，195，100円
馬連： 49，712，700円 馬単： 29，571，100円 ワイド： 44，445，600円
3連複： 69，513，000円 3連単： 106，820，600円 計： 416，266，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 170円 �� 470円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 557828 的中 � 276999（1番人気）
複勝票数 計 512256 的中 � 193241（1番人気）� 64954（3番人気）� 81292（2番人気）
枠連票数 計 91951 的中 （2－6） 19374（1番人気）
馬連票数 計 497127 的中 �� 45261（3番人気）
馬単票数 計 295711 的中 �� 20477（4番人気）
ワイド票数 計 444456 的中 �� 29905（3番人気）�� 79929（1番人気）�� 20598（6番人気）
3連複票数 計 695130 的中 ��� 59932（2番人気）
3連単票数 計1068206 的中 ��� 23678（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―47．8―59．7―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

マラキナイア �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．3．31生 牝2黒鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナディスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11日まで平地競走に

出走できない。

15030 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時55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
1：06．7
1：06．0

良
良

24 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 482＋ 21：08．4 16．8�
611 マ メ コ 牝3鹿 54 富田 暁中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 448＋101：08．5クビ 32．2�
715 イ ラ ー レ 牝3栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：08．81� 1．7�
11 � ホウショウルイーズ 牝3栗 54 松若 風馬芳賀美知子氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 484－121：08．9� 55．5�
510 プリモカリーナ 牝3鹿 54 北村 友一ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：09．0� 16．8	
714 ハニーチャイル 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 480－ 21：09．1� 7．7

59 キャストロゲイル 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁手嶋 美季氏 牧浦 充徳 新ひだか 田湯牧場 480＋ 81：09．2� 82．2�
36 キャプテンローレル 牡3栗 56 城戸 義政 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 460－ 21：09．41 61．0�
816 エムズフラッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 438＋ 4 〃 ハナ 24．0
35 クリノツッチャン 牡3鹿 56 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 456－141：09．61� 311．0�
713 サザンクロスナイト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 B474＋ 61：09．7クビ 64．3�
12 エスピリバイオ 牝3芦 54 荻野 極バイオ� 今野 貞一 平取 坂東牧場 470－101：10．01� 7．2�
47 モーニングパス 牡3青鹿 56

52 ★今村 聖奈前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：10．21� 64．2�
23 � シナモンベアー 牝3鹿 54 国分 恭介ゴドルフィン 角田 晃一 愛 Godolphin 486 ―1：10．41� 218．9�
817 クリノレイチェル 牝3青鹿54 小崎 綾也栗本 博晴氏 牧田 和弥 日高 若林 順一 464－ 41：10．93 439．5�
48 タイセイレーヴ 牡3鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 508＋ 61：11．43 16．3�
818 シンシナティ 牝3栗 54 松山 弘平中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438＋ 5 〃 クビ 19．4�
612 メイマックス 	3鹿 56 太宰 啓介古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 上井農場 B450± 01：11．5� 355．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，464，500円 複勝： 58，055，400円 枠連： 14，197，500円
馬連： 55，387，900円 馬単： 27，054，300円 ワイド： 57，089，200円
3連複： 89，348，900円 3連単： 98，152，700円 計： 442，750，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 330円 � 620円 � 110円 枠 連（2－6） 20，640円

馬 連 �� 29，700円 馬 単 �� 55，890円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 630円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 152，370円

票 数

単勝票数 計 434645 的中 � 20605（6番人気）
複勝票数 計 580554 的中 � 30538（6番人気）� 14501（9番人気）� 238311（1番人気）
枠連票数 計 141975 的中 （2－6） 533（30番人気）
馬連票数 計 553879 的中 �� 1445（53番人気）
馬単票数 計 270543 的中 �� 363（97番人気）
ワイド票数 計 570892 的中 �� 2353（48番人気）�� 24783（6番人気）�� 10792（9番人気）
3連複票数 計 893489 的中 ��� 6379（35番人気）
3連単票数 計 981527 的中 ��� 467（394番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．1―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 2，4－11（1，15）（14，18）9（6，16）（8，13）（5，10）（3，17）（7，12） 4 2，4－11（1，14，15）（9，18）6，16（8，13）（5，10）（3，17）12，7

勝馬の
紹 介

キタサンユーダイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Shamardal デビュー 2021．11．21 阪神4着

2019．3．18生 牡3鹿 母 ハ ー ト フ ル 母母 Mad About You 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11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〕 クリノツッチャン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月11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 ミエノアラジン号



15031 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

612 バーニングソウル 牝5芦 55 松山 弘平服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 426－ 81：10．8 27．9�
24 ゼットノヴァ 牡3青鹿54 幸 英明�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 430－ 2 〃 アタマ 4．8�
23 ペイシャイシュタル 牝3黒鹿 52

50 △松本 大輝北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 B480－ 41：11．11� 2．8�
816� メイショウフジタカ 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 486－16 〃 ハナ 9．3�
714 ストームゾーン 牡3鹿 54 松若 風馬	G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B506－ 61：11．2クビ 73．7

35 ケイティレインボー 牡3青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B474＋ 21：11．3� 10．4�
47 ガレットジョーカー 牝3栗 52

49 ▲川端 海翼橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 442－ 81：11．51	 95．3�
713 ナツイロノオトメ 牝3青鹿 52

49 ▲角田 大河岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 462－ 81：11．6クビ 13．8
11 
� アイファーリンクス 牝4栗 55 藤岡 康太中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell B486＋ 8 〃 クビ 91．8�
36 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 B456－ 41：11．7� 8．5�
59 � メイショウミツヤス 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 478－ 8 〃 ハナ 7．4�
611 シゲルキンセイ 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490－ 41：11．8� 80．2�
815� パルフェアンジュ 牝6栗 55 岩田 望来�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 472－ 41：12．01 51．5�
510� 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 468－ 2 〃 クビ 40．7�
48 トレジャーシップ 牡5鹿 57 太宰 啓介山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 61：12．21	 299．9�
12 
 ヒ ト ヨ ギ リ 牝4鹿 55 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 英 Floors

Farming B464＋141：14．8大差 27．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，078，500円 複勝： 60，336，800円 枠連： 17，323，100円
馬連： 66，024，300円 馬単： 25，039，200円 ワイド： 70，950，100円
3連複： 109，566，700円 3連単： 103，041，800円 計： 495，360，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 450円 � 200円 � 170円 枠 連（2－6） 1，670円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 17，110円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，790円 �� 610円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 90，770円

票 数

単勝票数 計 430785 的中 � 12324（9番人気）
複勝票数 計 603368 的中 � 27344（8番人気）� 81226（4番人気）� 107140（1番人気）
枠連票数 計 173231 的中 （2－6） 8029（8番人気）
馬連票数 計 660243 的中 �� 8259（26番人気）
馬単票数 計 250392 的中 �� 1097（65番人気）
ワイド票数 計 709501 的中 �� 9274（24番人気）�� 9899（23番人気）�� 31529（3番人気）
3連複票数 計1095667 的中 ��� 11050（23番人気）
3連単票数 計1030418 的中 ��� 823（311番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―11．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．2―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーニングソウル �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．9．7 阪神5着

2017．4．25生 牝5芦 母 プリティホワイト 母母 レディタキオン 22戦2勝 賞金 27，880，000円
〔制裁〕 ヒトヨギリ号の騎手福永祐一は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000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。
（非当選馬） 1頭 ワセダタンク号
（非抽選馬） 1頭 コンバットマーチ号

15032 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第8競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

55 テーオーアリエス 牝3黒鹿 52
50 △小沢 大仁小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 482－ 42：01．1 10．0�

22 ラフダイヤモンド 牝5栗 55 横山 典弘�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 488± 02：01．31 10．1�
11 プリペアード 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 428＋ 62：01．72� 33．6�

89 ワイドアウェイク 牝4栗 55
51 ★今村 聖奈 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490－122：01．8クビ 59．5�

810 ショショローザ 牝3鹿 52 岩田 望来 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 22：02．01� 2．3	
44 セ ル ケ ト 牝3鹿 52 北村 友一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482－ 22：02．1クビ 2．0

33 � 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 470－ 2 〃 クビ 76．3�
66 エ バ ー マ ノ 牝5黒鹿55 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480＋ 22：02．2� 27．2�
77 ア ー ダ レ イ 牝4鹿 55

53 △松本 大輝 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458－ 22：02．3� 33．8
78 ジョリーブレス 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 42：03．68 100．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，898，500円 複勝： 43，050，300円 枠連： 8，178，500円
馬連： 51，824，000円 馬単： 30，100，200円 ワイド： 40，651，700円
3連複： 81，486，700円 3連単： 150，430，000円 計： 445，619，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 280円 � 320円 � 770円 枠 連（2－5） 3，550円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，500円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 19，720円 3 連 単 ��� 111，850円

票 数

単勝票数 計 398985 的中 � 31712（3番人気）
複勝票数 計 430503 的中 � 43637（3番人気）� 36175（4番人気）� 12926（7番人気）
枠連票数 計 81785 的中 （2－5） 1783（12番人気）
馬連票数 計 518240 的中 �� 10967（12番人気）
馬単票数 計 301002 的中 �� 2788（20番人気）
ワイド票数 計 406517 的中 �� 13203（10番人気）�� 4092（20番人気）�� 5355（16番人気）
3連複票数 計 814867 的中 ��� 3098（37番人気）
3連単票数 計1504300 的中 ��� 975（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．1―49．6―1：02．0―1：14．0―1：25．4―1：37．1―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーアリエス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Canford Cliffs デビュー 2021．12．25 阪神3着

2019．2．10生 牝3黒鹿 母 ハーレクイーン 母母 Aurelia 6戦2勝 賞金 15，480，000円



15033 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第9競走 ��
��2，200�

か す が い

春 日 井 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

11 デビットバローズ 牡3鹿 53 川田 将雅猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 496－ 22：12．2 2．4�
55 テーオーソラネル 牡3黒鹿53 岩田 望来小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B492－ 62：12．3� 14．8�
67 サクセスドレーク 牡3黒鹿53 藤岡 康太�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 496＋ 42：13．15 3．6�
33 メイショウサンガ 牡5鹿 57 福永 祐一松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 540＋122：13．73	 28．6�
66 エルモドーロ 牡4栗 57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456＋ 62：13．8� 13．3�
44 フランコイメル 牡4黒鹿57 富田 暁ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 514－102：14．12 7．9	
22 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± 02：14．2� 156．1

78 シエラネバダ 
7芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：14．73 73．7�
811 クラウンドマジック 牡3黒鹿53 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 514＋ 22：15．65 4．5�
810� ヴィジャーヤ 
4鹿 57 城戸 義政広尾レース� 奥村 豊 浦河 桑田牧場 460－ 42：16．45 122．0
79 サトノルフィアン 牡3鹿 53 酒井 学 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B494－ 62：21．3大差 43．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，359，800円 複勝： 56，944，000円 枠連： 12，306，000円
馬連： 73，828，800円 馬単： 33，789，000円 ワイド： 58，941，900円
3連複： 107，355，300円 3連単： 144，137，200円 計： 534，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 350円 � 140円 枠 連（1－5） 1，760円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 690円 �� 260円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 473598 的中 � 153226（1番人気）
複勝票数 計 569440 的中 � 140261（1番人気）� 27446（6番人気）� 113934（2番人気）
枠連票数 計 123060 的中 （1－5） 5391（7番人気）
馬連票数 計 738288 的中 �� 30352（8番人気）
馬単票数 計 337890 的中 �� 9554（11番人気）
ワイド票数 計 589419 的中 �� 20365（10番人気）�� 65427（1番人気）�� 16595（12番人気）
3連複票数 計1073553 的中 ��� 48233（5番人気）
3連単票数 計1441372 的中 ��� 12001（25番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．1―12．7―12．8―12．3―12．0―12．1―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．5―34．6―47．3―1：00．1―1：12．4―1：24．4―1：36．5―1：48．2―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

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 5戦2勝 賞金 17，702，000円
〔制裁〕 ヴィジャーヤ号の騎手城戸義政は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノルフィアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11日まで平地競

走に出走できない。

15034 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第10競走 ��1，200�
き よ す

清洲ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．6．12以降R4．6．5まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

36 � サイモンハロルド 牡5鹿 54 松山 弘平澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’
Farms, Inc. 458－ 21：09．9 4．6�

612 エイシンバッカス 牡5栗 54 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474－ 81：10．32� 9．5�
611� ジ ゲ ン 牡5鹿 56 岩田 望来林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 464＋ 81：10．4� 5．5�
59 メイショウヒューマ 牡4鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：10．5� 7．7�
47 コ パ シ ー ナ �5栗 55 川田 将雅椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492± 0 〃 クビ 3．1�
12 ビップエレナ 牝4芦 52 松本 大輝鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 464－ 21：10．6� 74．4	
35 パワフルヒロコ 牝8黒鹿53 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 452－ 6 〃 アタマ 38．8

23 スズカカナロア 牡6鹿 54 川須 栄彦永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－ 61：10．7� 35．5�
11 ニホンピロランド 牡6鹿 54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－12 〃 クビ 94．8�
816 ジ オ ラ マ 牡9栗 54 国分 恭介�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 544＋ 41：11．22� 132．5
713 ダンケシェーン �7栗 54 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B482± 01：11．3� 17．6�
714� ジャスパーゴールド 牡4栗 54 福永 祐一加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers B454＋ 2 〃 クビ 26．1�
510 レッドランサー 牡7黒鹿54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B468± 01：11．4クビ 39．6�
48 ホッコーカリュウ 牝4鹿 53 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 61：11．61 14．7�
815 クインズヴィヴィ 牝5青 52 小沢 大仁 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 496± 01：11．81	 48．7�
24 シホノレジーナ 牝5栗 53 荻野 極村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞
湖 レイクヴィラファーム B506－ 61：13．510 68．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，308，500円 複勝： 85，586，000円 枠連： 28，464，900円
馬連： 129，822，000円 馬単： 47，007，300円 ワイド： 111，520，600円
3連複： 206，192，300円 3連単： 206，497，700円 計： 877，399，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 310円 � 190円 枠 連（3－6） 1，060円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 910円 �� 900円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 32，180円

票 数

単勝票数 計 623085 的中 � 107029（2番人気）
複勝票数 計 855860 的中 � 117701（3番人気）� 62375（6番人気）� 124211（2番人気）
枠連票数 計 284649 的中 （3－6） 20651（4番人気）
馬連票数 計1298220 的中 �� 35910（10番人気）
馬単票数 計 470073 的中 �� 8277（13番人気）
ワイド票数 計1115206 的中 �� 31626（8番人気）�� 32109（7番人気）�� 24329（11番人気）
3連複票数 計2061923 的中 ��� 21966（16番人気）
3連単票数 計2064977 的中 ��� 4652（69番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．0
3 ・（12，6）（9，14）（2，11）5（1，4，7，10）（3，8，16）－13，15 4 12－（6，9）（2，14）（5，11）（1，7）10（3，4）（8，16）－13，15

勝馬の
紹 介

�サイモンハロルド �
�
父 Maclean’s Music �

�
母父 Cowboy Cal デビュー 2019．8．24 新潟中止

2017．4．9生 牡5鹿 母 Cocoa Cowgirl 母母 Hot Cocoa 17戦3勝 賞金 48，542，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イッシン号・クリノサンレオ号・ゴッドバンブルビー号
（非抽選馬） 4頭 アメリカンファクト号・ダノングリスター号・ボンボンショコラ号・ライフレッスンズ号



15035 6月11日 曇 良 （4中京4） 第3日 第11競走 ��
��1，600�

く わ な

桑名ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

59 エンデュミオン 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 460－ 81：33．5 21．9�
46 ヴィアルークス 牡4鹿 57 小沢 大仁�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 498－ 41：33．71 28．4�
22 シャイニングフジ 牝4鹿 55 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 494＋ 41：33．8� 13．1�
35 ヴィルヘルム 牡4青鹿57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 13．1�
11 リッケンバッカー 牡4鹿 57 岩田 望来安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：33．9	 5．7	
610 メモリーエフェクト 牡4鹿 57 藤岡 康太�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470± 01：34．11 24．8

34 ラ イ テ ィ ア 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 81：34．2� 3．6�
815 ソウルトレイン 牡5芦 57 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム B486＋ 21：34．3� 12．1�
58 ヒメノカリス 牝5鹿 55 団野 大成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 61：34．4� 16．5
23 ワールドスケール 牡5鹿 57 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466－ 61：34．6� 183．0�
713 ルペルカーリア 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 4．2�
814 フラーズダルム 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 484－ 41：34．7	 28．0�
611 チュウワノキセキ 牡5鹿 57 幸 英明中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 クビ 13．2�
712 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 55 亀田 温心小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：34．91
 287．8�
47 トオヤリトセイト 牡6青鹿57 北村 友一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 488± 01：35．0	 39．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 95，921，600円 複勝： 159，906，100円 枠連： 55，946，600円
馬連： 266，436，900円 馬単： 88，848，900円 ワイド： 205，248，800円
3連複： 473，530，300円 3連単： 454，855，000円 計： 1，800，694，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 600円 � 910円 � 420円 枠 連（4－5） 6，700円

馬 連 �� 31，050円 馬 単 �� 55，760円

ワ イ ド �� 7，510円 �� 3，760円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 92，050円 3 連 単 ��� 605，080円

票 数

単勝票数 計 959216 的中 � 35034（9番人気）
複勝票数 計1599061 的中 � 70541（9番人気）� 43986（12番人気）� 106868（6番人気）
枠連票数 計 559466 的中 （4－5） 6462（27番人気）
馬連票数 計2664369 的中 �� 6649（71番人気）
馬単票数 計 888489 的中 �� 1195（140番人気）
ワイド票数 計2052488 的中 �� 7015（71番人気）�� 14156（49番人気）�� 12334（54番人気）
3連複票数 計4735303 的中 ��� 3858（226番人気）
3連単票数 計4548550 的中 ��� 545（1391番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．0―11．7―11．0―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．2―36．2―47．9―58．9―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

エンデュミオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．3．1生 牡5黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 23戦4勝 賞金 88，850，000円

15036 6月11日 小雨 良 （4中京4） 第3日 第12競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 ランスオブアース 牝4青鹿 55
51 ★今村 聖奈五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480－ 81：52．7 15．0�

811 ウィシンクアスク 牝3黒鹿52 富田 暁廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 474＋ 41：52．8� 2．4�
33 レミニシェンザ 牝5鹿 55

53 △松本 大輝 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：52．91 3．8�
67 ユースフルラヴ 牝5黒鹿55 酒井 学吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム B432－ 61：53．0クビ 110．6�
710 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 478＋ 41：53．32 40．0�
812 エ ル ソ ー ル 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河 	吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 434－ 21：53．51 4．8

22 チュウワフライヤー 牝6栗 55

53 ◇藤田菜七子中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514± 01：53．6� 34．8�
56 ラグラスドシエル 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ KAJIMOTOホー
ルディングス	 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 446＋ 41：53．91� 12．0�

68 ラブスピール 牝5鹿 55 荻野 極増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 438－ 61：54．0� 113．9
55 � メリディアン 牝5鹿 55 松山 弘平 	ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 61：54．1� 43．0�
79 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 松若 風馬幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B450± 01：54．2� 51．9�
44 ヴェールアップ 牝4芦 55 幸 英明 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488＋161：55．47 8．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，659，400円 複勝： 76，083，300円 枠連： 25，343，400円
馬連： 115，441，200円 馬単： 48，441，700円 ワイド： 100，611，000円
3連複： 182，595，500円 3連単： 226，771，700円 計： 844，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 300円 � 140円 � 160円 枠 連（1－8） 1，540円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 770円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 20，570円

票 数

単勝票数 計 696594 的中 � 37138（6番人気）
複勝票数 計 760833 的中 � 48431（6番人気）� 171236（1番人気）� 131531（3番人気）
枠連票数 計 253434 的中 （1－8） 12689（6番人気）
馬連票数 計1154412 的中 �� 54824（6番人気）
馬単票数 計 484417 的中 �� 7755（18番人気）
ワイド票数 計1006110 的中 �� 44261（6番人気）�� 30479（9番人気）�� 104610（1番人気）
3連複票数 計1825955 的中 ��� 66439（4番人気）
3連単票数 計2267717 的中 ��� 7989（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．4―38．2―51．8―1：04．8―1：16．9―1：28．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランスオブアース �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．9．20 中京4着

2018．3．20生 牝4青鹿 母 マイスクエアワン 母母 シ ビ サ ー バ 16戦3勝 賞金 32，825，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ランスオブアース号の騎手今村聖奈は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・3番）



（4中京4）第3日 6月11日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

203，800，000円
4，320，000円
22，350，000円
1，300，000円
25，690，000円
73，666，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
586，485，300円
800，094，100円
210，757，600円
994，189，200円
422，223，500円
866，926，900円
1，613，977，900円
1，836，033，500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 7，330，688，000円

総入場人員 4，064名 （有料入場人員 3，741名）
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