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15037 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

710 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B494± 03：20．1 4．0�
813 ニホンピロヘイロー 牝7鹿 58 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 482＋123：20．2� 13．2�
11 リーガルマナー �5鹿 60

57 ▲小牧加矢太吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 494＋ 83：20．41 2．8�
56 ヒルノエドワード 牡5黒鹿60 平沢 健治�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 488＋ 63：21．35 11．2�
22 � プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 402－ 23：22．04 56．4�
57 アストラエンブレム �9鹿 60 五十嵐雄祐 	シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480± 03：22．21	 16．4

45 マイネルグロース 牡4芦 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 468＋163：23．15 28．1�
711 メイショウメイユウ 牡5鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 4 〃 クビ 102．3�
44 シュッドヴァデル 牡6鹿 60 蓑島 靖典河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 516＋ 63：23．2
 272．0
812 アトラスエース 牡4鹿 60 上野 翔柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 492± 03：24．15 224．4�
69 カ ツ ジ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 506± 03：24．2
 8．2�
68 � ベッサラビア �5鹿 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464－ 23：27．0大差 152．0�
33 バ レ リ オ �7芦 60 石神 深一 	サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 （競走中止） 4．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，800，800円 複勝： 24，205，900円 枠連： 7，949，600円
馬連： 37，737，500円 馬単： 19，374，900円 ワイド： 31，983，400円
3連複： 70，181，100円 3連単： 80，315，100円 計： 293，548，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 250円 � 120円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 300円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 218008 的中 � 42850（2番人気）
複勝票数 計 242059 的中 � 51031（2番人気）� 17326（6番人気）� 60817（1番人気）
枠連票数 計 79496 的中 （7－8） 4173（8番人気）
馬連票数 計 377375 的中 �� 16609（6番人気）
馬単票数 計 193749 的中 �� 5371（9番人気）
ワイド票数 計 319834 的中 �� 16173（4番人気）�� 29730（3番人気）�� 10679（10番人気）
3連複票数 計 701811 的中 ��� 32320（2番人気）
3連単票数 計 803151 的中 ��� 6312（19番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 54．3－3F 41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
13＝6（2，7）－（1，10，12）8（11，9）－3－5－4
13，6＝10，2（7，1）－11，12（9，8）5－4

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

勝馬の
紹 介

ダイメイコスモス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．27 京都4着

2016．5．22生 牡6栗 母 ダイメイザバリヤル 母母 ミスイースター 障害：5戦1勝 賞金 15，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 バレリオ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため1コーナー通過後に競走中止。
〔制裁〕 ダイメイコスモス号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

15038 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時35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

89 シゲルオトヒメ 牝3芦 54
50 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 426＋ 61：54．3 32．0�

33 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 482－ 21：54．93� 3．7�
22 アルフワイラ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 B496＋ 6 〃 ハナ 4．6�
810 テリオスリノ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 438＋ 21：55．43 3．3�
77 ワンアンドワン 牝3鹿 54 小野寺祐太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438± 01：56．35 133．5	
66 メイショウオリジン 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 470＋ 2 〃 アタマ 39．7

11 サクラトップラン 牝3鹿 54

52 △松本 大輝�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 438＋ 81：57．57 4．3�
44 オリビアバローズ 牝3鹿 54 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：57．6� 8．8�
55 メイショウヒメサマ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 478± 0 〃 クビ 63．3
78 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 酒井 学�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 466± 01：59．310 22．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，854，000円 複勝： 36，563，900円 枠連： 6，702，100円
馬連： 45，493，300円 馬単： 24，063，300円 ワイド： 39，946，800円
3連複： 69，054，600円 3連単： 92，883，800円 計： 347，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 490円 � 170円 � 180円 枠 連（3－8） 900円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 14，580円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，270円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 68，780円

票 数

単勝票数 計 328540 的中 � 8207（7番人気）
複勝票数 計 365639 的中 � 14591（7番人気）� 63410（2番人気）� 60263（3番人気）
枠連票数 計 67021 的中 （3－8） 5766（5番人気）
馬連票数 計 454933 的中 �� 6093（18番人気）
馬単票数 計 240633 的中 �� 1237（42番人気）
ワイド票数 計 399468 的中 �� 7264（17番人気）�� 7508（16番人気）�� 38011（2番人気）
3連複票数 計 690546 的中 ��� 9113（23番人気）
3連単票数 計 928838 的中 ��� 979（198番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．6―12．4―12．5―13．0―13．3―13．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．9―48．3―1：00．8―1：13．8―1：27．1―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．5
1
3
・（1，8）－10，3－6，2－7，9（4，5）・（1，8）－（10，3）－（2，6）（7，4，9）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルオトヒメ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2021．12．18 中京3着

2019．3．27生 牝3芦 母 ピースヴィクトリア 母母 プレシャスライフ 5戦1勝 賞金 7，520，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウヒメサマ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月12日まで平地競走に出走で

きない。

第４回 中京競馬 第４日



15039 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第3競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

23 サンライズアムール 牡3栗 56 福永 祐一�ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 492－ 21：11．2 5．1�
713 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 41：11．62� 5．0�
714 テーオーロワ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476－ 81：12．55 83．7�
36 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 北村 友一 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 546＋ 41：12．6クビ 3．6�
11 エムアイリーズン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 470± 0 〃 ハナ 45．9�
24 セイバートゥース �3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B448－ 21：12．92 4．6	
815 グッドウッドガイ 牡3栗 56 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 504± 0 〃 ハナ 74．0

612 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 450－ 41：13．1� 229．0�
35 ニホンピロペリー 牡3鹿 56 国分 恭介小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 470－ 8 〃 クビ 12．9�
816 メイショウアポイ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 454＋ 21：13．2クビ 7．7
59 シゲルハナミザケ 牝3栗 54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 12．6�
48 ユ メ コ イ 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 414＋ 21：13．3クビ 47．3�
611 ステラナトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 430＋ 21：13．93� 281．4�
47 シャイニーロッサ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 410－ 6 〃 ハナ 174．0�
510 オクトパシー 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 410± 01：14．85 351．7�
（15頭）

12 コブラクロー 牡3鹿 56 荻野 極山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，112，600円 複勝： 59，317，400円 枠連： 13，063，400円
馬連： 60，915，400円 馬単： 26，459，800円 ワイド： 57，957，700円
3連複： 95，768，800円 3連単： 103，879，800円 計： 454，474，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 240円 � 170円 � 1，460円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 810円 �� 5，480円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 43，110円 3 連 単 ��� 133，530円

票 数

単勝票数 差引計 371126（返還計 657） 的中 � 57918（4番人気）
複勝票数 差引計 593174（返還計 1293） 的中 � 64429（5番人気）� 114490（1番人気）� 7839（11番人気）
枠連票数 差引計 130634（返還計 24） 的中 （2－7） 14732（2番人気）
馬連票数 差引計 609154（返還計 3714） 的中 �� 26523（9番人気）
馬単票数 差引計 264598（返還計 1441） 的中 �� 6457（14番人気）
ワイド票数 差引計 579577（返還計 2887） 的中 �� 19367（10番人気）�� 2644（42番人気）�� 3895（27番人気）
3連複票数 差引計 957688（返還計 10529） 的中 ��� 1666（95番人気）
3連単票数 差引計1038798（返還計 12871） 的中 ��� 564（337番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズアムール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．3．27 阪神10着

2019．2．27生 牡3栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔出走取消〕 コブラクロー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ユメコイ号・ステラナトゥーラ号・シャイニーロッサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月

12日まで平地競走に出走できない。

15040 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第4競走 1，600�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
1：32．3
1：30．3

良
良

23 ダイシンビヨンド 牝3鹿 54 松若 風馬大八木信行氏 梅田 智之 日高 中原牧場 456＋ 21：33．2 111．9�
12 アドマイヤラヴィ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋181：34．15 3．1�
48 サニーバローズ 牝3栃栗54 団野 大成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B468＋ 81：34．2� 8．0�
47 フ ォ ー ブ ス 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 434＋ 61：34．41� 3．3�
59 フローレンスハニー 牝3芦 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 420－ 21：34．5クビ 4．0�
611 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 478－ 4 〃 クビ 10．9	
36 ポリッシュキッス 牝3鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 436＋141：34．81� 51．4

815 ルパルテール 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 430＋ 4 〃 ハナ 34．5�
11 ホウオウカントリー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 432－141：35．01� 361．1�
510 グ ア ナ バ ラ 牝3鹿 54 富田 暁ゴドルフィン 新谷 功一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：35．1クビ 101．6
714 エンチャント 牝3黒鹿54 荻野 極中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 424－ 21：35．31� 275．8�
816 エイシンブラボー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 406＋ 61：35．61� 242．4�
35 プティダンサー 牝3栗 54 北村 友一 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 472 ―1：35．81� 102．2�
24 プライムチャーム 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 �CHEVAL AT-
TACHE 今野 貞一 新ひだか 萩澤 俊雄 480＋ 41：36．22� 13．0�

713 ブーケコサージュ 牝3黒鹿 54
52 △松本 大輝 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 428 ―1：37．15 184．2�

（15頭）
612 サントゥスタッシュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，753，900円 複勝： 52，171，500円 枠連： 11，017，200円
馬連： 59，241，400円 馬単： 26，192，800円 ワイド： 53，507，900円
3連複： 86，210，000円 3連単： 101，412，900円 計： 432，507，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，190円 複 勝 � 1，570円 � 190円 � 230円 枠 連（1－2） 2，330円

馬 連 �� 14，600円 馬 単 �� 45，160円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 4，980円 �� 710円

3 連 複 ��� 28，520円 3 連 単 ��� 306，350円

票 数

単勝票数 差引計 427539（返還計 2280） 的中 � 3055（11番人気）
複勝票数 差引計 521715（返還計 4417） 的中 � 6514（10番人気）� 87573（3番人気）� 63087（4番人気）
枠連票数 差引計 110172（返還計 189） 的中 （1－2） 3655（10番人気）
馬連票数 差引計 592414（返還計 7475） 的中 �� 3144（28番人気）
馬単票数 差引計 261928（返還計 3314） 的中 �� 435（71番人気）
ワイド票数 差引計 535079（返還計 10367） 的中 �� 3256（32番人気）�� 2676（35番人気）�� 20539（8番人気）
3連複票数 差引計 862100（返還計 22103） 的中 ��� 2267（64番人気）
3連単票数 差引計1014129（返還計 23011） 的中 ��� 240（499番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―11．4―11．7―11．4―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．7―46．1―57．8―1：09．2―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ダイシンビヨンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．4．24 阪神14着

2019．3．4生 牝3鹿 母 ダイシンパーティー 母母 ダイシンシルビア 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走除外〕 サントゥスタッシュ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ショウナンナダル号
（非抽選馬） 1頭 モズベイパーコーン号



15041 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第5競走 ��1，200�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
1：08．4
1：07．5

良
良

11 プロトポロス 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476 ―1：09．4 1．4�
33 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿 54

51 ▲角田 大河細川 陽介氏 新谷 功一 日高 奥山牧場 434 ―1：10．03� 5．4�
22 サイレントストーム 牝2鹿 54 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 424 ―1：10．63� 16．7�
89 クリノグローリー 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 456 ―1：11．55 44．0�
55 ブ ラ ー ヴ 牡2鹿 54 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474 ―1：11．82 8．8�
44 ジャズピアニスト 牝2芦 54

52 △小沢 大仁小菅 誠氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：12．43� 76．7	
88 レイズザリミッツ 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈吉田 安惠氏 寺島 良 安平 追分ファーム 476 ―1：12．93 9．6

66 アリアージュ 牡2鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 428 ― 〃 クビ 101．4�
77 � アートペッパー 牡2芦 54

52 △松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 米 Lemon’s
Mill LLC 498 ―1：13．75 24．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，590，500円 複勝： 45，265，100円 枠連： 6，963，100円
馬連： 44，276，900円 馬単： 32，176，500円 ワイド： 35，678，200円
3連複： 61，373，500円 3連単： 122，263，700円 計： 404，587，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 540円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 565905 的中 � 304547（1番人気）
複勝票数 計 452651 的中 � 227371（1番人気）� 65957（2番人気）� 27943（5番人気）
枠連票数 計 69631 的中 （1－3） 14855（1番人気）
馬連票数 計 442769 的中 �� 98864（1番人気）
馬単票数 計 321765 的中 �� 47723（1番人気）
ワイド票数 計 356782 的中 �� 58154（1番人気）�� 27636（4番人気）�� 14196（8番人気）
3連複票数 計 613735 的中 ��� 60760（2番人気）
3連単票数 計1222637 的中 ��� 41568（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．6―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．7―35．3―46．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロトポロス �
�
父 War Front �

�
母父 Sunday Break 初出走

2020．3．28生 牡2鹿 母 キャヴァルドレ 母母 Sweet Alabama 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アートペッパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月12日まで平地競走

に出走できない。

15042 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第6競走 ��2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

44 タイムオブフライト 牡3鹿 56 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 82：13．6 10．9�

11 リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 424－ 42：13．81 5．7�
56 ヴィクトールドパリ 牡3芦 56 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム B464－ 42：13．91 24．6�
33 ラウルピドゥ 牡3栗 56 福永 祐一 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 460－ 62：14．21� 3．9�
710 ウインシュプリーム 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 450± 02：14．41 32．0	
55 シ ュ テ ィ ル 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：14．61 2．3

67 ルージュヴェルダ 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B484± 02：14．81� 174．7�
812 フィニッシュアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－102：16．28 12．6�
68 ワンダーシャイン 牡3栗 56

54 △小沢 大仁山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 520 ―2：16．51� 143．8
22 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 410－ 22：16．71� 65．3�
811 レッドヴェルティス 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 42：27．9大差 16．5�
79 メイショウカジヤ �3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 430－ 8 （競走中止） 14．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，232，300円 複勝： 47，360，300円 枠連： 9，625，300円
馬連： 54，327，200円 馬単： 24，248，200円 ワイド： 48，026，300円
3連複： 78，498，400円 3連単： 93，230，600円 計： 392，548，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 270円 � 220円 � 620円 枠 連（1－4） 2，480円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 860円 �� 3，370円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 24，910円 3 連 単 ��� 126，340円

票 数

単勝票数 計 372323 的中 � 27120（4番人気）
複勝票数 計 473603 的中 � 47590（4番人気）� 62276（3番人気）� 16910（9番人気）
枠連票数 計 96253 的中 （1－4） 2997（12番人気）
馬連票数 計 543272 的中 �� 14480（10番人気）
馬単票数 計 242482 的中 �� 3285（21番人気）
ワイド票数 計 480263 的中 �� 14958（9番人気）�� 3570（34番人気）�� 5732（25番人気）
3連複票数 計 784984 的中 ��� 2363（69番人気）
3連単票数 計 932306 的中 ��� 535（357番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―12．8―12．2―12．0―11．8―12．1―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．5―48．3―1：00．5―1：12．5―1：24．3―1：36．4―1：48．6―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムオブフライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．5．21 新潟6着

2019．4．30生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走中止〕 メイショウカジヤ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 フィニッシュアップ号の騎手秋山真一郎は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
〔調教再審査〕 メイショウカジヤ号は，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〕 レッドヴェルティス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月12日まで平地

競走に出走できない。



15043 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 シ ダ ー 牝3鹿 52
49 ▲角田 大河ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B478＋ 41：24．2 89．6�

36 ヴィゴラスダンサー 牝3鹿 52 岩田 望来前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：24．52 6．7�
714� レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B478－ 81：24．82 103．9�
48 キャロライナリーパ 牝4黒鹿55 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 468± 01：24．9クビ 3．0�
24 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 52 内田 博幸八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 41：25．0� 72．7�
611 テンメジャーガール 牝3栗 52 松若 風馬天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：25．32 25．9�
47 コスミックエナジー 牝5栗 55

51 ★今村 聖奈吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476± 01：25．4� 43．8	
612 デ ス ペ ハ ド 牝3黒鹿52 幸 英明 
カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 山下 恭茂 470－ 41：25．61 145．9�
713 レ ガ ー ミ 牝3芦 52 富田 暁名古屋友豊
 木原 一良 浦河 辻 牧場 492± 01：25．7クビ 14．2�
815� グリュレーヴ 牝4芦 55

51 ★永島まなみ飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 500＋ 41：25．91� 63．2
12 ビーストアタック 牝3鹿 52 北村 友一 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B464＋ 41：26．0� 3．7�
510 メイショウキートス 牝4青鹿55 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 452－ 2 〃 ハナ 10．5�
11 ヤマカツパトリシア 牝5青 55

53 △小沢 大仁山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 466＋101：26．2� 24．2�
59 ア フ ァ ン 牝3栗 52

50 △松本 大輝合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 500＋22 〃 ハナ 11．4�
23 オーロベルディ 牝3鹿 52 川須 栄彦ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 472＋ 41：26．51� 29．2�
35 ア タ カ ン テ 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B476－ 81：27．14 17．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，878，100円 複勝： 67，703，800円 枠連： 17，556，000円
馬連： 82，040，200円 馬単： 31，809，700円 ワイド： 73，699，100円
3連複： 139，315，300円 3連単： 129，642，200円 計： 592，644，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，960円 複 勝 � 3，010円 � 250円 � 1，970円 枠 連（3－8） 8，070円

馬 連 �� 65，680円 馬 単 �� 186，380円

ワ イ ド �� 15，310円 �� 30，750円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 715，660円 3 連 単 ��� 7，832，540円

票 数

単勝票数 計 508781 的中 � 4538（14番人気）
複勝票数 計 677038 的中 � 5208（16番人気）� 89633（3番人気）� 8097（14番人気）
枠連票数 計 175560 的中 （3－8） 1684（26番人気）
馬連票数 計 820402 的中 �� 968（91番人気）
馬単票数 計 318097 的中 �� 128（210番人気）
ワイド票数 計 736991 的中 �� 1240（94番人気）�� 616（114番人気）�� 3523（57番人気）
3連複票数 計1393153 的中 ��� 146（507番人気）
3連単票数 計1296422 的中 ��� 12（3210番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―12．1―12．2―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―33．9―46．0―58．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ダ ー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2021．10．9 阪神1着

2019．3．4生 牝3鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 6戦2勝 賞金 14，700，000円

15044 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第8競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：54．7
1：53．7

重
不良

813 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 512＋ 42：00．6 14．4�
22 レ イ メ イ 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 474－102：00．81� 32．3�

711 クラップサンダー 牡3鹿 54
50 ★今村 聖奈深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 450± 02：00．9� 5．3�

69 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57
54 ▲角田 大河永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 506－ 82：01．11� 22．1�

44 ミステリーウェイ �4黒鹿 57
55 △小沢 大仁 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B490－ 42：01．2クビ 12．1�

57 マリオロード 牡3鹿 54 川須 栄彦サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 472－ 2 〃 アタマ 3．2	
33 ダノンピーカブー 牡3芦 54 松山 弘平
ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 62：01．41� 4．6�
45 � フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 466＋ 2 〃 クビ 96．3�
812 ダンツエスプリ 牡3栗 54 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 474＋10 〃 ハナ 28．3
710 エイカイファントム 牡4青 57 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 508－ 2 〃 アタマ 39．0�
68 テイエムシニスター 牡3栗 54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 480± 02：01．6� 19．4�
56 ダノンフューチャー 牡3栗 54 岩田 望来
ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 500－ 62：02．66 5．5�
11 サンライズシトラス 牡4青鹿 57

55 △松本 大輝松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 480－ 42：03．23� 117．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，718，300円 複勝： 60，987，100円 枠連： 15，772，500円
馬連： 67，601，200円 馬単： 26，391，200円 ワイド： 61，937，200円
3連複： 103，193，200円 3連単： 99，107，800円 計： 479，708，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 290円 � 820円 � 230円 枠 連（2－8） 7，400円

馬 連 �� 19，670円 馬 単 �� 33，890円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 1，410円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 39，180円 3 連 単 ��� 253，000円

票 数

単勝票数 計 447183 的中 � 24725（6番人気）
複勝票数 計 609871 的中 � 57848（5番人気）� 16268（10番人気）� 79571（3番人気）
枠連票数 計 157725 的中 （2－8） 1651（18番人気）
馬連票数 計 676012 的中 �� 2663（48番人気）
馬単票数 計 263912 的中 �� 584（91番人気）
ワイド票数 計 619372 的中 �� 3183（48番人気）�� 11549（17番人気）�� 7042（29番人気）
3連複票数 計1031932 的中 ��� 1975（118番人気）
3連単票数 計 991078 的中 ��� 284（737番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．0―13．8―13．2―11．7―12．7―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．8―30．8―44．6―57．8―1：09．5―1：22．2―1：34．8―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドレッジャドロ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2019．10．6 京都11着

2017．4．17生 牡5黒鹿 母 メイプルロード 母母 メイプルダンス 32戦2勝 賞金 41，520，000円
〔制裁〕 クラップサンダー号の騎手今村聖奈は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

レイメイ号の騎手藤田菜七子は，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10，000円。（被害馬：6番）



15045 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第9競走 ��1，200�
え な

恵 那 特 別
発走14時25分 （ダート・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
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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 ペプチドヤマト 牡3栗 54 松若 風馬沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B472－ 21：10．8 8．1�
713 メズメライザー 牡3鹿 54 富田 暁ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 21：11．12 6．6�
47 ブルースコード 牡4黒鹿57 福永 祐一 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484± 01：11．41� 4．4�
510 フルールドネージュ 牝5栗 55 秋山真一郎ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 446± 0 〃 クビ 17．6�
35 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿57 岩田 望来安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 482－ 21：11．93 40．0	
714 チャペルレーン 牝4黒鹿55 荻野 極 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 81：12．11� 47．5

12 � メサテソーロ 牝5青鹿55 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B526＋12 〃 アタマ 9．5�

59 エスシーミホーク 	5鹿 57 酒井 学工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 476－ 61：12．52� 47．7�
815 プレシオーソ 牡5黒鹿57 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 492＋ 4 〃 アタマ 6．9
23 カイカノキセキ 牝3青鹿52 北村 友一 �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 480＋ 21：12．81
 3．3�
612 マ ヒ オ レ 牡4栗 57 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 488＋ 81：12．9� 157．6�
24 � ジェットマックス 牡5鹿 57 松本 大輝大野 照旺氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 514－ 61：13．0クビ 32．1�
48 ハギノオーロ 牝5鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 518± 01：13．42� 87．9�
11 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 61：13．5� 230．7�
816 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 454＋ 21：13．81
 67．8�
36 アイティナリー 牡5黒鹿57 川須 栄彦�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524± 01：13．91 101．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，404，800円 複勝： 74，302，900円 枠連： 17，745，900円
馬連： 98，840，900円 馬単： 37，489，900円 ワイド： 87，390，300円
3連複： 151，715，600円 3連単： 157，732，800円 計： 676，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 240円 � 220円 � 170円 枠 連（6－7） 1，800円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 680円 �� 780円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 24，850円

票 数

単勝票数 計 514048 的中 � 50349（5番人気）
複勝票数 計 743029 的中 � 73895（5番人気）� 81058（4番人気）� 132259（1番人気）
枠連票数 計 177459 的中 （6－7） 7638（10番人気）
馬連票数 計 988409 的中 �� 38413（7番人気）
馬単票数 計 374899 的中 �� 6863（17番人気）
ワイド票数 計 873903 的中 �� 33500（4番人気）�� 28772（8番人気）�� 28931（7番人気）
3連複票数 計1517156 的中 ��� 27047（9番人気）
3連単票数 計1577328 的中 ��� 4601（65番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヤマト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2021．8．21 小倉2着

2019．2．11生 牡3栗 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 8戦3勝 賞金 34，143，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オンリーワンスター号
（非抽選馬）12頭 アルナージ号・ウキウキホリデー号・カネコメアサヒ号・コウイチ号・サノノクヒオ号・シゲルリジ号・

ストリートピアノ号・タイセイグラシア号・チャイブテソーロ号・ヒヤ号・マイステージ号・レーヴリアン号

15046 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第10競走 ��
��2，000�

と こ な め

常 滑 特 別
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

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

810 ウインリブルマン 牡4栗 57 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 510± 02：00．0 2．3�
55 ハートオブアシティ 牡4青鹿57 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 436＋ 42：00．1� 14．1�
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 456－ 42：00．2	 5．1�
89 ルージュメサージュ 牝4黒鹿55 団野 大成 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466－ 82：00．51� 7．3�
44 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 22：00．71	 16．1�
77 メイショウラツワン 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 484＋ 42：00．9� 18．2	
66 コスモスタック 牡5黒鹿57 川須 栄彦 
ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 464－ 82：01．11
 56．9�
33 ダノングレーター �6黒鹿57 内田 博幸�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B472＋ 6 〃 クビ 45．8�
22 ナリタザクラ 牡5黒鹿57 松山 弘平�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 484－102：01．84 3．8
78 � ピロコギガマックス 牝3鹿 52 杉浦 健太長橋 賢吾氏 南 弘樹 新ひだか 山田牧場 436－132：04．3大差 112．9�

（兵庫） （兵庫）

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，664，500円 複勝： 55，790，800円 枠連： 15，722，500円
馬連： 91，101，100円 馬単： 48，294，800円 ワイド： 65，477，100円
3連複： 134，881，500円 3連単： 236，080，200円 計： 696，012，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 180円 枠 連（5－8） 1，000円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 510円 �� 320円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 486645 的中 � 164740（1番人気）
複勝票数 計 557908 的中 � 144476（1番人気）� 42539（5番人気）� 77958（4番人気）
枠連票数 計 157225 的中 （5－8） 12184（5番人気）
馬連票数 計 911011 的中 �� 52669（5番人気）
馬単票数 計 482948 的中 �� 18063（8番人気）
ワイド票数 計 654771 的中 �� 32298（6番人気）�� 57378（3番人気）�� 20981（10番人気）
3連複票数 計1348815 的中 ��� 49334（7番人気）
3連単票数 計2360802 的中 ��� 22100（22番人気）

ハロンタイム 13．2―10．9―12．3―12．0―11．8―11．9―11．9―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．1―36．4―48．4―1：00．2―1：12．1―1：24．0―1：36．1―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
6－10（1，2，7）（3，9）4－5－8
6－10，7（1，2）9（3，5）4＝8

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

勝馬の
紹 介

ウインリブルマン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．7．5 阪神5着

2018．4．29生 牡4栗 母 ウインリバティ 母母 フリーヴァケイション 14戦3勝 賞金 52，873，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



15047 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

さんのみや

三宮ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

510 ハヤブサナンデクン 牡6芦 55 福永 祐一武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 512± 01：50．0 3．7�
12 ニューモニュメント 牡6鹿 55 小崎 綾也前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 490－ 21：51．06 5．7�
612 ダノンスプレンダー 牡6黒鹿56．5 岩田 望来�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B514＋ 41：51．1� 19．3�
816 ベルダーイメル 牡5鹿 55 荻野 極ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 458＋ 21：51．41� 28．2�
611 ス レ イ マ ン 牡4栗 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 530－ 4 〃 アタマ 2．6	
23 サンライズラポール 牡5栗 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B518± 01：51．5� 22．3

36 ブルベアイリーデ 牡6鹿 57 秋山真一郎 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 496± 01：51．81	 9．9�
815 ダイメイコリーダ 牡5栗 54 酒井 学宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 502－ 8 〃 ハナ 148．8�
714 ホウオウルバン 牡4黒鹿55 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B516－ 41：52．65 14．0
11 ゴッドセレクション 牡4鹿 56 中井 裕二川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B518－ 81：52．7	 21．7�
24 ダノンテイオー 牡6黒鹿53 北村 友一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋ 41：52．8	 125．9�
35 トップウイナー 牡6栗 55 城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B468± 01：53．54 106．6�
59 ダノンファラオ 牡5青鹿57．5 亀田 温心�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B540－ 41：53．6� 34．6�
713 エ イ コ ー ン 牡7鹿 55 太宰 啓介西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464± 01：54．13 74．5�
48 ペ オ ー ス 
5鹿 54 富田 暁�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 61：54．3� 90．8�
（15頭）

47 ハギノアトラス 牡6栗 54 松若 風馬安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 488－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 94，091，300円 複勝： 113，235，100円 枠連： 47，834，000円
馬連： 235，620，300円 馬単： 93，449，700円 ワイド： 175，509，600円
3連複： 399，009，700円 3連単： 484，962，000円 計： 1，643，711，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 180円 � 350円 枠 連（1－5） 860円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 460円 �� 960円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 16，460円

票 数

単勝票数 差引計 940913（返還計 15472） 的中 � 200691（2番人気）
複勝票数 差引計1132351（返還計 31134） 的中 � 221251（2番人気）� 169801（3番人気）� 66365（6番人気）
枠連票数 差引計 478340（返還計 558） 的中 （1－5） 42946（3番人気）
馬連票数 差引計2356203（返還計114138） 的中 �� 171232（3番人気）
馬単票数 差引計 934497（返還計 43501） 的中 �� 36576（4番人気）
ワイド票数 差引計1755096（返還計121440） 的中 �� 103920（2番人気）�� 46049（10番人気）�� 31448（14番人気）
3連複票数 差引計3990097（返還計394286） 的中 ��� 66578（10番人気）
3連単票数 差引計4849620（返還計422513） 的中 ��� 21353（39番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．4―12．4―12．0―12．1―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．7―48．1―1：00．1―1：12．2―1：24．7―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．8 阪神1着

2016．3．31生 牡6芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 16戦5勝 賞金 112，726，000円
〔競走除外〕 ハギノアトラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔外傷性鼻出血及び両後肢挫創〕を発症した

ため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハギノアトラス号は，令和4年6月13日から令和4年7月12日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルーブルト号
（非抽選馬）15頭 アンセッドヴァウ号・キムケンドリーム号・グレイイングリーン号・ゲンパチルシファー号・サクラアリュール号・

シセイヒテン号・シャンパンクーペ号・シーズンズギフト号・テリオスベル号・トリプルエース号・
ニュートンテソーロ号・ミヤジコクオウ号・リンゴアメ号・レッドサイオン号・ロッシュローブ号

15048 6月12日 晴 良 （4中京4） 第4日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16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
1：06．7
1：06．0

良
良

510 クリノマジン 牡3鹿 54
52 △小沢 大仁栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 450－ 41：08．5 12．2�

23 シゲルカチョウ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 498－ 61：08．82 11．5�
713 エイシンスポッター 牡3栗 54

51 ▲角田 大河平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 482± 01：08．9アタマ 7．7�
48 トーホウデュラン 牡3栗 54 岩田 望来東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 10．3�
612 ザ ウ リ 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 510＋ 2 〃 クビ 30．8	
47 ロードラスター 牡4青鹿57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B496－ 21：09．0� 10．1

12 ミエノベルル 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 442－ 81：09．1クビ 62．9�
816 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 北村 友一増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 452± 01：09．2� 6．8�
36 オラヴェリタス 牡3黒鹿 54

52 △松本 大輝杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B496－ 2 〃 クビ 12．8
11 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 436－ 61：09．3� 5．8�
24 ロードリライアブル 牡3鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 480－ 81：09．51� 4．0�
611 モズマンジロウ 	4鹿 57 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 436－ 81：09．6� 38．7�
35 プレヴォール 牡3栗 54 松若 風馬杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 464＋ 2 〃 クビ 63．8�
59 カライカマウリオラ 牡3黒鹿54 幸 英明土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480－ 41：09．7クビ 137．8�
714 タイキバンディエラ 牡3黒鹿54 内田 博幸�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 21：09．91� 65．4�
815
 アルバリーニョ 牝4鹿 55 荻野 極中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 61：10．11� 233．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，853，500円 複勝： 117，610，500円 枠連： 38，125，700円
馬連： 175，282，200円 馬単： 62，201，800円 ワイド： 152，686，800円
3連複： 289，992，600円 3連単： 293，944，200円 計： 1，222，697，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 350円 � 400円 � 260円 枠 連（2－5） 1，770円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 12，430円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，450円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 113，170円

票 数

単勝票数 計 928535 的中 � 60403（8番人気）
複勝票数 計1176105 的中 � 85107（7番人気）� 73428（9番人気）� 126901（3番人気）
枠連票数 計 381257 的中 （2－5） 16686（6番人気）
馬連票数 計1752822 的中 �� 21392（34番人気）
馬単票数 計 622018 的中 �� 3751（67番人気）
ワイド票数 計1526868 的中 �� 21535（30番人気）�� 27335（14番人気）�� 21182（31番人気）
3連複票数 計2899926 的中 ��� 12727（73番人気）
3連単票数 計2939442 的中 ��� 1883（484番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノマジン �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．9．18 中京4着

2019．3．18生 牡3鹿 母 トリンカファイブ 母母 レイドフラワー 7戦2勝 賞金 18，070，000円

４レース目



（4中京4）第4日 6月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

211，320，000円
5，620，000円
21，900，000円
1，330，000円
25，980，000円
71，506，000円
5，167，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
610，954，600円
754，514，300円
208，077，300円
1，052，477，600円
452，152，600円
883，800，400円
1，679，194，300円
1，995，455，100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 7，636，626，200円

総入場人員 4，928名 （有料入場人員 4，637名）



令和4年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 636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

900，670，000円
23，580，000円
89，240，000円
5，300，000円
113，160，000円
284，696，000円
18，958，000円
6，105，600円

勝馬投票券売得金
2，684，748，200円
3，715，972，900円
884，557，500円
4，766，611，800円
2，108，746，700円
4，144，107，100円
7，783，282，700円
9，901，423，000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 35，989，449，900円

総入場延人員 18，650名 （有料入場延人員 17，418名）
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