
１５０２５ ５月２６日 晴 不良 （１９中京２）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

５１０ ラブリーコンサート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠上茶谷 一氏 矢作 芳人 静内 友田牧場 ４５６＋ ６１：４６．９ ４．６�

２３ � ワキノドライバー 牝３芦 ５４ 川田 将雅脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４７．１１� １．７�
２４ カシノアマゾネス 牝３栗 ５４

５２ △北村 友一柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４０± ０１：４７．２� ３０．０�
１１ � ニホンピロマイヒメ 牝３栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 三石 山際牧場 ４６４ ―１：４７．７３ １３９．２�
８１５ ドナプレミア 牝３黒鹿５４ 福永 祐一山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ５９．７�
７１４ フロールデセレッソ 牝３芦 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５０ ―１：４８．１２� ６８．８�
８１６ グランドアムール 牝３鹿 ５４ 武 豊�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 B４１４－ ４１：４８．３１� ６．１	
３５ ル リ ュ ー ル 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４３８＋ ６１：４８．７２� １１．５

５９ � ツルミモントレ 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎�鶴見ホース 田中 章博 浦河 信岡牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ５１．９�

（愛知）

６１１ セフティウェルオン 牝３黒鹿５４ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４４８ ―１：４８．９１� ５２．４�
７１３ プレシュウズ 牝３青鹿５４ 金折 知則�イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４３４－ ２１：４９．３２� １２６．７
４８ � グ ラ シ ア ス 牝３鹿 ５４ 幸 英明近藤 英子氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４２８＋１８１：４９．６１� １２６．９�
４７ トシエンジェル 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８８ ―１：４９．８１� ３４．１�
１２ � メイボウコウシ 牝３芦 ５４ 川島 信二�ターフ・スポート矢作 芳人 門別 長田ファーム ４５４＋ ２１：５０．５４ ２０２．６�
６１２� スズカポリッシュ 牝３栗 ５４ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 門別 賀張三浦牧場 ４６２ ―１：５０．６� ３１０．２�
３６ ウォーターパイパー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 ５００ ―１：５０．８１� ２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３２０，７００円 複勝： １８，２６４，３００円 枠連： １９，０９８，８００円

普通馬連： ６１，６１６，８００円 馬単： ７０，０９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９８９，６００円

３連複： ９５，３３１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３０１，７１７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（２－５） ３６０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，０９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３２０７ 的中 � ３０１１４（２番人気）
複勝票数 計 １８２６４３ 的中 � ３０２８２（２番人気）� ７１８８１（１番人気）� ５９９３（５番人気）
枠連票数 計 １９０９８８ 的中 （２－５） ３９２６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１６１６８ 的中 �� １１９９１１（１番人気）
馬単票数 計 ７００９６３ 的中 �� ５１６３８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９８９６ 的中 �� ３１２７６（１番人気）�� ３７９６（１２番人気）�� ８４３２（５番人気）
３連複票数 計 ９５３３１２ 的中 ��� ３９８４６（３番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１２．６―１３．３―１３．１―１３．０―１３．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．３―４１．９―５５．２―１：０８．３―１：２１．３―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．６
１
３
４（３，１６）（５，１０）（２，１５）（１３，１４）６（７，９）－１１，１，８，１２
４，１６，３（１０，６，１５）（２，５，１３，１４，１）（７，９，１１）－１２，８

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

勝馬の
紹 介

ラブリーコンサート �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００７．２．１７ 京都３着

２００４．３．１０生 牝３鹿 母 フォーティナインディライツ 母母 Delighter ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔制裁〕 ウォーターパイパー号の騎手武幸四郎は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 メイボウコウシ号は，平成１９年６月２６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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ゲットザチャンス号・ネネグース号・メイドカフェ号・ラファル号
（非抽選馬） １頭 メイショウルース号
※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。



１５０２６ ５月２６日 晴 不良 （１９中京２）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

６１１� マ ホ ロ バ 牡３栗 ５６ 小林慎一郎加藤 守氏 矢作 芳人 英 Newsells
Park Stud B４４６－ ８ ５９．５ １０３．６�

２３ � チアズシンシア 牝３鹿 ５４
５２ △北村 友一北村キヨ子氏 領家 政蔵 様似 富田 恭司 ４８６＋ ４ ５９．６� ６．６�

４７ マイティマイロード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二世賀 聖啓氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ６ ５９．８１	 ４．８�
３５ 
 ヤマニンキュリオ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０ ５９．９� ５．３�
２４ 
� ディープネイチャー 牡３栗 ５６ 河北 通深見 富朗氏 小野 幸治 三石 土田農場 B５２４＋ ４ 〃 クビ ８．２�
８１６
� メイケイグリーン 牡３黒鹿

５６
５３ ▲藤岡 康太名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４８０－ ４１：００．６４ ７５．６�

８１５� ミ ザ ル ー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�瀬 真尚氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式
会社	須野牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５．２


１２ ランナーズデヒア 牝３栗 ５４ 中舘 英二�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７８－１０１：００．７クビ ６．１�
７１３ タガノアルジェント 牡３鹿 ５６ 橋本 美純八木 良司氏 柴田 光陽 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８－ ２１：００．９１� ２５．７
６１２ ケイエスユリ 牝３栗 ５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４７２± ０１：０１．０� ２１．８�
５１０ トゥインクル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一佐藤 友子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ５１０－ ４１：０１．１クビ ４８．９�
７１４ タ イ ボ セ ツ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�名鯛興業 坪 憲章 新冠 メイタイ牧場 B４８２－ ２１：０１．５２� ２０１．９�
５９ 
� メイショウヴィータ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 ４００± ０１：０１．７１	 ２１８．９�
４８ � ツルマルワン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠鶴田 任男氏 石坂 正 様似 �村 伸一 ４８２ ―１：０１．９１	 １１．４�
３６ デヒアバーズ 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉池田 豊治氏 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４８０ ―１：０２．３２� ２７５．７�
１１ ネイティブゴールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真鈴木 義孝氏 平田 修 門別 三城牧場 ４２８ ―１：０２．４� １５４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１１１，３００円 複勝： １９，６８８，６００円 枠連： ２０，５５７，７００円

普通馬連： ６５，２１２，５００円 馬単： ６１，３１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１１５，５００円

３連複： ９６，７１０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２９７，７０６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １０，３６０円 複 勝 � ２，８２０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（２－６） ３，４３０円

普通馬連 �� ４０，１４０円 馬 単 �� １１１，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６８０円 �� ６，４３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４３，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１１１３ 的中 � １１５０（１２番人気）
複勝票数 計 １９６８８６ 的中 � １３３６（１２番人気）� ２３７４８（４番人気）� ３６１８０（１番人気）
枠連票数 計 ２０５５７７ 的中 （２－６） ４４３０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６５２１２５ 的中 �� １１９９（５４番人気）
馬単票数 計 ６１３１０６ 的中 �� ４０７（１３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１１５５ 的中 �� ５１９（５２番人気）�� ７０２（４５番人気）�� ８５６５（３番人気）
３連複票数 計 ９６７１０１ 的中 ��� １６２９（１００番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マ ホ ロ バ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Emperor Jones デビュー ２００６．１１．４ 東京７着

２００４．２．６生 牡３栗 母 Janet 母母 Bid Dancer ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 トゥインクル号は，平成１９年６月２６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アミフジリュージュ号・オンワードウイン号・ジョリーズベル号・リサミサツインズ号



１５０２７ ５月２６日 晴 稍重 （１９中京２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４８ モンサンミシェル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース鶴留 明雄 白老 追分ファーム ４０４± ０１：４７．６ ４．８�

１１ � ホウショウループ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green
Gates Farm ４８６＋１２１：４７．７� ７．９�

２３ � ウインスペンサー 牡３黒鹿５６ 武 豊�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５０６－１２１：４７．９１	 ２．３�
５９ � メイショウイチバン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６８－ ６１：４８．４３ １３２．３�
１２ � ディジュリドゥー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５０６＋ ６１：４８．５� ７．３�
６１１ マルブツゴールド 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大大澤 毅氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６０－ ８１：４８．６クビ ５５．４	
６１２� プライムシチー 牡３鹿 ５６ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 静内 福岡 清 ４９８ ―１：４８．９１� １９１．９

８１５� ク オ ン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４４４－ ２１：４９．２１� １８．９�
７１４� キングオブブルース 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５００ ―１：４９．３� ８．８�
３５ � シルクアキレス 牡３栗 ５６ 小原 義之有限会社シルク小原伊佐美 浦河 福岡 光夫 ４８０ ― 〃 ハナ ２４１．１
４７ � セイウンロデム 牡３青鹿５６ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori ４８６ ―１：４９．４	 ２５．６�
５１０� ス ラ ー ジ 牡３鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５１８＋１４１：４９．５� １１０．７�
７１３�
 ファンドリウェーブ 牡３栗 ５６

５４ △北村 友一水戸 富雄氏 田中 章博 静内 高橋フアーム ４５４＋２２１：４９．６クビ ７９．７�
２４ スピードボーイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健山田 英男氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６８ ―１：５０．１３ ３９１．０�
３６ 
 ア ン ト ラ ン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文藤田 孟司氏 中竹 和也 浦河 久保農場 ４９０＋ ４１：５０．６３ １３．３�
８１６ フェルベール �３栗 ５６ 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 静内 岡田スタツド ４５２－ ２１：５０．９２ ２６２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４６４，５００円 複勝： ２５，４８３，８００円 枠連： ２３，０２８，０００円

普通馬連： ７３，５６４，７００円 馬単： ７９，９１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４２４，５００円

３連複： １０６，４５４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，３３７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－４） ６５０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４６４５ 的中 � ３８９６９（２番人気）
複勝票数 計 ２５４８３８ 的中 � ４４６８１（２番人気）� ２９４４２（４番人気）� ７４５３２（１番人気）
枠連票数 計 ２３０２８０ 的中 （１－４） ２６２８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３５６４７ 的中 �� ３３６１６（６番人気）
馬単票数 計 ７９９１７４ 的中 �� １９３８９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４２４５ 的中 �� ９８３３（６番人気）�� ２３１１４（１番人気）�� ２０３２７（２番人気）
３連複票数 計１０６４５４７ 的中 ��� ８１７３２（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．３―１２．６―１２．２―１２．０―１２．０―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．７―４８．３―１：００．５―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
３
６（１，３）８，１２，７（１０，１１，１３）１５，４，９，２，５－１４－１６
３（６，８）（１，１４）（１２，９）１１（７，１５）２（１０，１３）４（５，１６）

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

勝馬の
紹 介

モンサンミシェル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．７ 京都６着

２００４．３．３１生 牝３鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン ６戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 アロド号・スズカロングラン号・テイエムフッカツ号・ロングプラチナ号



１５０２８ ５月２６日 晴 稍重 （１９中京２）第３日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・左）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

２３ � コウエイバッカス 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９２＋ ２１：０８．９ ２４．７�

５１０� ピエネヴェーレ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤岡 康太 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：０９．１１� ２．７�

７１４� トーセンダッシュ 牝３栗 ５４
５１ ▲黛 弘人島川 �哉氏 中野 栄治 浦河 金成吉田牧場 ４７０－ ８１：０９．４２ ５．１�

１１ アンディフィニ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田村 太雅吉田 修氏 服部 利之 三石 タガミファーム ４２６＋１０１：０９．６１� １５３．３�

１２ ケイエスショーキ 牡３黒鹿５６ 高井 彰大キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ４９８－ ２ 〃 アタマ １５．１�
６１１ パ ル ー ル 牝３鹿 ５４

５２ △北村 友一吉田 修氏 坪 憲章 様似 �村 伸一 ４１８＋ ２ 〃 ハナ １５．３	
４７ � シリウストウショウ 牝３栗 ５４ 北村 浩平トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４０－ ７１：０９．７� ４５．９

８１８ スリーキュラソー 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４１４＋ ８１：０９．８クビ ８．１�
７１３ メイショウコムスメ 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４３４－ ４１：１０．１２ ７３．３�
８１６ スプラッシュアウト 牡３鹿 ５６

５４ △中村 将之 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２４＋ ２ 〃 アタマ ４．１

５９ ベターデイズ 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真鷹野 馨氏 安藤 正敏 浦河 永田 克之 B４２４＋ ４１：１０．３１� ２１．１�

４８ � メイショウシュケ 牡３鹿 ５６ 生野 賢一松本 和子氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４５０－ ４１：１０．６１� １９８．３�
３６ � メイショウビヨンド 牡３栗 ５６ 柴原 央明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ３７８－ ２ 〃 クビ １２９．９�
８１７� ブルーアルテミス 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 静内 武 牧場 ４０８－ ８１：１０．７クビ ７０．０�
３５ � トモトモトカチ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大下 智大井 京氏 梅内 忍 門別 千葉飯田牧場 ４５０－１０ 〃 ハナ １７４．２�
２４ サイキョウヒカリ 牝３栗 ５４

５１ ▲浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２２ ― 〃 クビ １０９．０�
６１２� ス リ ジ ェ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４８＋ ２１：１１．５５ １０５．５�
７１５� ミラクルジーン 牝３鹿 ５４ 上野 翔齊藤四方司氏 大橋 勇樹 門別 下河辺牧場 ４０４－１２ 〃 ハナ ２６１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，７２７，７００円 複勝： ２０，４３４，６００円 枠連： ２３，３９０，４００円

普通馬連： ６６，８０１，４００円 馬単： ６８，４４４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０３９，４００円

３連複： ９９，８１０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１４，６４８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，４７０円 複 勝 � ４３０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－５） １，７４０円

普通馬連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，４４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７２７７ 的中 � ５３４５（８番人気）
複勝票数 計 ２０４３４６ 的中 � ８５０９（８番人気）� ５４１３２（１番人気）� ３２９４７（３番人気）
枠連票数 計 ２３３９０４ 的中 （２－５） ９９６２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６６８０１４ 的中 �� １８６８９（１１番人気）
馬単票数 計 ６８４４４１ 的中 �� ６１９２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０３９４ 的中 �� ５５０１（８番人気）�� ２９９０（１８番人気）�� １６３８６（２番人気）
３連複票数 計 ９９８１０４ 的中 ��� １５７４５（１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１０．８―１１．２―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．３―４４．５―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．６
３ ・（１０，１４）－３－（１２，１８）（１，１１，１６）－（２，６，１７）１３，１５（５，８，７）９，４ ４ ・（１０，１４）－３－（１２，１８）（１，１１，１６）－（２，６，１７）－１３，７（１５，８，９）（５，４）

勝馬の
紹 介

�コウエイバッカス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 シービークロス デビュー ２００６．１１．２６ 京都１４着

２００４．４．６生 牡３鹿 母 イナズマビクトリア 母母 ポーロニアオリオン ９戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 アイファーターボー号



１５０２９ ５月２６日 晴 稍重 （１９中京２）第３日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・左）

５００万円以下；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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

３４ � アドマイヤゴルゴ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９０－ ６１：４７．５ ３．７�

８１４ ドリームサンデー 牡３青 ５６ 赤木高太郎ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ４８０－ ２１：４７．７１ １９．５�
３３ � アメジストリング 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：４８．０１� ２６．５�
６１０� キャッスルトン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 追分 追分ファーム ４３４－ ４１：４８．１	 ８．４�
４６ � スーサンライダー 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６０－ ２１：４８．２	 ８．７�
１１ �
 アグネスマクシマム 牡３栗 ５６ 中舘 英二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４６６－ ２１：４８．３クビ １９．４�
７１２ メイショウタージャ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９０＋ ８１：４８．５１� ７．８	
７１１� コスモイーゴリ 牡３栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太 �ビッグレッドファーム 宮 徹 豪 Barnaby
& Co Ltd ４４２± ０ 〃 クビ ６４．２


６９ シンメイリゲル 牡３栗 ５６
５４ △北村 友一織田 芳一氏 安田 隆行 門別 野島牧場 ４９４－ ２１：４８．７１ １５４．７�

５８ �
 ダノンマッハ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５１０＋ ６１：４８．８	 ２．６
５７ �
 テンシノライアン 牡３鹿

５６
５４ △中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 富菜牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ３１．１�

８１３ キタサンコンバット 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５００＋ ６１：５０．４１０ ３９．８�
４５ �� ナゴヤコマチ 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎野島 春男氏 野島三喜雄 門別 中川 哲也 ４４４－１０１：５１．４６ １７１．０�

（愛知） （愛知）

２２ �� ビ ン セ ン ト 牡３鹿 ５６ 三野 孝徳藤井 芳子氏 西村 守幸 静内 酒井 静男 B４８８－２１１：５１．５	 ２４２．６�
（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０２３，５００円 複勝： ２５，９０４，１００円 枠連： １９，９２２，６００円

普通馬連： ８５，４７６，４００円 馬単： ７７，３９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１３，７００円

３連複： １１７，１６８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，００３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ４００円 � ５７０円 枠 連（３－８） １，２７０円

普通馬連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ４，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ９３０円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� １５，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０２３５ 的中 � ４５７５９（２番人気）
複勝票数 計 ２５９０４１ 的中 � ５７８１５（２番人気）� １４８４３（６番人気）� ９７１８（８番人気）
枠連票数 計 １９９２２６ 的中 （３－８） １１６２２（５番人気）
普通馬連票数 計 ８５４７６４ 的中 �� ２０７１２（１１番人気）
馬単票数 計 ７７３９４５ 的中 �� １３６７４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１３７ 的中 �� ５６５２（１１番人気）�� ６５６０（９番人気）�� １３９３（４３番人気）
３連複票数 計１１７１６８６ 的中 ��� ５７４４（５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．５―１１．６―１１．９―１２．７―１２．４―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３４．９―４６．５―５８．４―１：１１．１―１：２３．５―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤゴルゴ �
�
父 Fasliyev �

�
母父 Trempolino デビュー ２００６．１０．１５ 京都４着

２００４．２．１６生 牡３鹿 母 Cinnamon Rose 母母 Sweet Simone ９戦２勝 賞金 ２１，６００，０００円
※テンシノライアン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１５０３０ ５月２６日 晴 重 （１９中京２）第３日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・左）

５００万円以下；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 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

２３ � ビードラスティック 牡３黒鹿５６ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４３２－ ６１：４５．８ ４．６�

４８ レゾリューション 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ５．６�

８１６� ローレルアクシス 牡３栃栗 ５６
５３ ▲田村 太雅 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４９４＋ ４１：４６．０１� ６４．６�

１２ マルヨカレッジ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４７０＋ ２１：４６．１� １７．４�
１１ ナムラカゲトラ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４５４＋ ２ 〃 クビ ５．３�
２４ イ セ ノ オ ー 牡３鹿 ５６ 小牧 太大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 関口 正毅 ４７８± ０ 〃 同着 ５６．０�
４７ � スピードウエル 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４４６＋ ２１：４６．４１� ９．９	
３６ ドキュメント 牡３栗 ５６ 中舘 英二 
スピードファーム 和田 正道 三石 坂井 高春 ４７８－ ６１：４６．６１� ８２．８�
７１４ ニシオハンセル 牡３栗 ５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５６－ ４１：４６．７クビ ２３．２�
７１３� ナムラマハラジャ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 橋本 寿正 新冠 つつみ牧場 ４６６± ０１：４６．９１� １８．５
６１１ ヤマニンプロローグ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ５０６＋１２１：４７．０� ２４．１�
６１２� シンボリブラームス 牡３芦 ５６ 上村 洋行シンボリ牧場 久保田貴士 門別 シンボリ牧場 ４５８＋ ２１：４７．１クビ ４４．２�
３５ �� トップオブハワイキ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 三石 田中 春美 ４６０＋ ２１：４７．２� ６．３�
５１０� アドマイヤミスティ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４４８－ ２１：４７．５１� ９．５�
８１５ アースコマンダー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４５２± ０１：４７．６クビ ２４．３�
５９ イフウドウドウ 牡３栗 ５６

５４ △北村 友一林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４８６＋ ４１：４７．９２ １８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８９９，７００円 複勝： ２８，８８５，３００円 枠連： ２９，６８５，８００円

普通馬連： ９１，６４６，５００円 馬単： ７６，７４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１６１，７００円

３連複： １３２，１４５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，１７２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � １，５１０円 枠 連（２－４） ７３０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４，５１０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� ２８，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８９９７ 的中 � ３２９８２（１番人気）
複勝票数 計 ２８８８５３ 的中 � ４９７１７（１番人気）� ３８７１０（２番人気）� ３７１６（１４番人気）
枠連票数 計 ２９６８５８ 的中 （２－４） ３０２７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１６４６５ 的中 �� ４７６７６（１番人気）
馬単票数 計 ７６７４８９ 的中 �� ２０６８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１６１７ 的中 �� １１８５２（１番人気）�� １４２８（５２番人気）�� １１２４（６７番人気）
３連複票数 計１３２１４５０ 的中 ��� ３３９２（１００番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．２―１２．５―１２．９―１２．７―１２．８―１２．９―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．１―４１．６―５４．５―１：０７．２―１：２０．０―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ビードラスティック �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００６．６．１８ 京都４着

２００４．４．３生 牡３黒鹿 母 プリンセスオーロラ 母母 プリンセスロマンス １３戦２勝 賞金 ２８，８００，０００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） ５頭 タガノティアーズ号・ダンシングパール号・テンシノライアン号・マイネルマニセス号・メイショウカルド号



１５０３１ ５月２６日 晴 稍重 （１９中京２）第３日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

３４ ギ ー ニ ョ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４２：０１．９ ４．０�

４５ アフェランドラ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ４２：０２．０� ４．４�

８１４� リキアイコンドル 牝４鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９０＋ ２２：０２．１� ９．９�

６９ シャドウストリーム 牝４栗 ５５ 藤田 伸二飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ３．８�
３３ プリムラシチー 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 浦河 駿河牧場 ４３０± ０２：０２．２クビ ６．５�
５８ � テイエムトパーズ 牝４栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 門別 テイエム牧場門別分場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ４４．４	
６１０ イナズマイージス 牝４黒鹿 ５５

５３ △中村 将之小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６－１６２：０２．５２ ２０．８

７１１ サダムアカイカゼ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎大西 定氏 鮫島 一歩 門別 シンコーファーム ４３６＋１２ 〃 クビ ４１．９�
８１３ ドレスコード 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介日隈 良江氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ８２：０２．６� ８．４�

５７ フレアキャスケード 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３８＋１０２：０３．０２� ７８．３
（７９７４）

２２ �� ロングパイル 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム ４３６＋ ２２：０３．１� １１４．８�

４６ � ローテローゼ 牝４栗 ５５
５２ ▲藤岡 康太�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４５４＋３３２：０３．３１� １１１．９�

１１ �� チョウビジン 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４４０＋ ４２：０３．７２� １３９．３�
７１２� ミスズユーワヒメ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲田中 健永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４２６－ ２２：０３．９１	 １３１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，７１０，８００円 複勝： ２２，３１２，２００円 枠連： ２６，２６１，８００円

普通馬連： ８７，８５６，４００円 馬単： ７８，６９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８２２，８００円

３連複： １１８，５４８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，２０７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（３－４） ６１０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ７００円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７１０８ 的中 � ３７５６４（２番人気）
複勝票数 計 ２２３１２２ 的中 � ３６１５８（２番人気）� ３１７５２（３番人気）� ２０９１２（６番人気）
枠連票数 計 ２６２６１８ 的中 （３－４） ３２０６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ８７８５６４ 的中 �� ６３１１９（３番人気）
馬単票数 計 ７８６９５０ 的中 �� ２８９５９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８２２８ 的中 �� １３６８９（３番人気）�� ７９０１（１０番人気）�� ６３１３（１２番人気）
３連複票数 計１１８５４８６ 的中 ��� ２８５６８（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１３．２―１３．１―１２．７―１２．１―１１．８―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．８―１：０１．９―１：１４．６―１：２６．７―１：３８．５―１：５０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ー ニ ョ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１２．１８ 阪神２着

２００３．２．４生 牝４鹿 母 フェアリードール 母母 Dream Deal １０戦２勝 賞金 ２１，２００，０００円



１５０３２ ５月２６日 晴 良 （１９中京２）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

８１５� トレノジュビリー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６０－ ２１：０８．２ ３．２�

６１２� リッカバクシンオ 牡５黒鹿５７ 小牧 太立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４６４＋ ４１：０８．５１� ４．９�
４７ ケイティーズギフト 牝５栗 ５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６１：０８．７１� ７９．１�
７１３� エジプシャン 牝５栗 ５５ 川田 将雅�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ ２２．１�
２４ � フミノウインダム 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎谷 二氏 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４５２－ ２１：０８．８クビ ４．７�
２３ ランヘランバ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ６１：０８．９� ３１．８�
４８ キラースマイル 牡４黒鹿 ５７

５５ △北村 友一橘 大生氏 領家 政蔵 門別 川島 貞二 B５０６－ ４１：０９．０� ３３．９	
８１７� クイックマリ 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４７４＋１２ 〃 アタマ ５１．０

５１０ カ ス タ リ ア 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ６．３�
７１４� エイシンラビアン 牝４青鹿 ５５

５２ ▲田中 健平井 豊光氏 川村 禎彦 静内 大滝 康晴 ４４４－ ８１：０９．１クビ ５５．６�
５９ � メイショウフウライ 牡４栗 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 ４８２－ ４ 〃 クビ ８６．８
３６ 	 テイエムカイブツ 牡５栃栗５７ 柴原 央明竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４６８＋ ２１：０９．２� ２８．３�
１２ �� オリエンタルローズ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４４４＋ ６１：０９．５２ ６２．６�
３５ � ナイスソニック 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋菅藤 宗一氏 田所 秀孝 浦河 野表 俊一 ５０６± ０１：０９．７１ １４．６�
１１ ミズホユウセイ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦�王蔵牧場 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 ４３４－１２１：０９．８� ７６．４�
８１６ ツモルランサー 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉中野 正則氏 野元 昭 浦河 村下牧場 ４７６－ ４１：１０．０１
 １２８．８�
６１１	 ワンダーノンブーレ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 林 孝輝 ４８２＋ ６ 〃 クビ １７．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，４３１，４００円 複勝： ３０，６４７，０００円 枠連： ２８，７７８，８００円

普通馬連： １０８，３１５，０００円 馬単： ９６，９６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０５１，１００円

３連複： １５５，７５８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４７０，９４３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ９９０円 枠 連（６－８） ５１０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４，５９０円 �� ５，４１０円

３ 連 複 ��� １８，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４３１４ 的中 � ５３８３６（１番人気）
複勝票数 計 ３０６４７０ 的中 � ７６２３０（１番人気）� ５９１４９（２番人気）� ５０１７（１３番人気）
枠連票数 計 ２８７７８８ 的中 （６－８） ４２１９１（１番人気）
普通馬連票数 計１０８３１５０ 的中 �� １３６１０３（１番人気）
馬単票数 計 ９６９６１９ 的中 �� ７１７０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０５１１ 的中 �� ３１０８４（１番人気）�� １４００（５０番人気）�� １１８６（５５番人気）
３連複票数 計１５５７５８３ 的中 ��� ６１８２（５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．１―１１．４―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．３―４４．７―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トレノジュビリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００５．１０．８ 京都４着

２００３．３．１７生 牡４鹿 母 テンザンキラリ 母母 テンザンタカネ １３戦２勝 賞金 ２５，０１４，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エイシンラビアン号・オリエンタルローズ号は，平成１９年６月２６日まで平地競走に出走できない。



１５０３３ ５月２６日 晴 重 （１９中京２）第３日 第９競走 ��
��１，７００�

お ん た け

御 嶽 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．５．２７以降１９．５．２０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

７１３�� キーンゲイル �４黒鹿５６ 四位 洋文前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：４４．９ ３．５�

５１０�� トップオブツヨシ 牡４鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ４．８�
６１２	 フサイチウィード 牡５鹿 ５６ 中舘 英二関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５０６－ ４１：４５．０クビ ８．１�
７１４� マコトスペリオル 牡５鹿 ５６ 和田 竜二眞壁 明氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４５．４２
 ５．３�
１１ クリアヴィジョン 牡６栗 ５５ 藤田 伸二吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ ４１．９�
２４ � パントマイミスト 牡６栗 ５５ 武 幸四郎�ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ８．１�
３６ バンブーライカルト 牡５栗 ５７ 芹沢 純一	バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６６＋ ４１：４５．９３ １５．８

２３ � ハウンドコップ 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９２－ ２１：４６．０
 １６．０�

５９ �� フォグキャスケード 牡５鹿 ５５ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム B４７４－ ６１：４６．１クビ １２．４�
（７９７４）

４７ � アグネスクラウン 牡７芦 ５５ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４６．３１
 ４２．１
６１１� ビューティフルアイ 牝７黒鹿５１ 生野 賢一�グリーンテック橋本 寿正 厚真 大川牧場 ４４４－ ２１：４６．４クビ １４６．３�
３５ ノーストピア 牝６鹿 ５１ 北村 友一	平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ４６．９�
１２ �� スマイルハヅキ 牡４青 ５２ 中村 将之今 朝光氏 境 直行 浦河 鮫川フアーム ４７６－ ２１：４６．５� １１６．６�
８１６�� ゴールデンラダー 牡４黒鹿５４ 丸野 勝虎	ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４７４＋ ８１：４６．７１ ７４．２�

（愛知）

４８ � トップアーチ 牡４鹿 ５２ 竹之下智昭	コオロ 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B５１８＋１６１：４７．３３
 １０４．４�
８１５ ユウカージナル 牡４青鹿５２ 藤岡 康太�アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４９０－ ２１：４８．０４ ５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５９，１００円 複勝： ３７，４８６，９００円 枠連： ３９，４５５，５００円

普通馬連： １４７，０４２，３００円 馬単： １００，２０３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１７６，５００円

３連複： １６０，６５９，０００円 ３連単： ３８７，１３３，１００円 計： ９３６，３１５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（５－７） ４１０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ５７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２６１５９１ 的中 � ５９２８２（１番人気）
複勝票数 計 ３７４８６９ 的中 � ８８５０５（１番人気）� ４７０７８（３番人気）� ３５９４７（４番人気）
枠連票数 計 ３９４５５５ 的中 （５－７） ７１６００（１番人気）
普通馬連票数 計１４７０４２３ 的中 �� １１１９７２（２番人気）
馬単票数 計１００２０３５ 的中 �� ４３８９４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１７６５ 的中 �� ２１０６７（２番人気）�� １６５６１（３番人気）�� １１２９５（８番人気）
３連複票数 計１６０６５９０ 的中 ��� ４１５０９（４番人気）
３連単票数 計３８７１３３１ 的中 ��� ２５００６（１５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．５―１２．３―１２．２―１２．１―１２．６―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．４―４１．７―５３．９―１：０６．０―１：１８．６―１：３１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．９
１
３
１２，１３（４，１０，１５）（３，８）（６，１６）－（１１，１４）（１，７）（５，９）２
１２，１３（４，１０）３（６，１４，１５，１６，８）（７，９）１１，１，５－２

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

勝馬の
紹 介

�
�
キーンゲイル �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．１０．１５ 京都５着

２００３．４．１３生 �４黒鹿 母 グレイトグレイス 母母 スカーレットリボン １０戦３勝 賞金 ３９，４８１，０００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 ウインプログレス号
※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。



１５０３４ ５月２６日 晴 良 （１９中京２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

６８ �� オースミダイドウ 牡３青 ５８ 武 豊�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：４７．２ ４．４�

７１０�� コンティネント 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ７．０�
５６ � ビ ン チ ェ ロ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５２± ０１：４７．４１	 １８．７�
８１２� ダイレクトキャッチ 牡３黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 上原 博之 追分 追分ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
７１１�� マイネルアナハイム 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 静内 前谷 武志 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ４５．４�
５７ � メイショウレガーロ 牡３黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５２＋ ２１：４７．５クビ ３．３	
３３ � キングスデライト 牡３栗 ５６ 長谷川浩大 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５１４－ ２ 〃 クビ ３５．９

２２ ワンダースティーヴ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二山本 信行氏 小崎 憲 三石 米田牧場 ５００＋ ２１：４７．６
 ６８．８�
６９ � バブルウイズアラン 牡３鹿 ５６ 松田 大作小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８０± ０１：４７．８１ １２．８�
１１ ウィルビーキング 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 晋二氏 松元 省一 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ２１：４８．０１
 １０３．６
８１３�� ゴールドキリシマ 牡３栗 ５７ 石橋 守西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６２－ ７ 〃 ハナ ３２．７�
４４ ゴールデンエビス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山本 廣氏 服部 利之 静内 静内白井牧場 ４９４＋ ２１：４８．１� ９６．１�
４５ � ニュービギニング 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３６± ０１：４８．５２
 ９．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，８０５，１００円 複勝： ５７，８４８，１００円 枠連： ３７，６１３，０００円

普通馬連： ２４８，４９３，１００円 馬単： １６４，２７４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，９８０，６００円

３連複： ２２１，９７８，３００円 ３連単： ５６３，４０７，２００円 計： １，３９３，３９９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ４２０円 枠 連（６－７） ９８０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，８１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ９，９４０円 ３ 連 単 ��� ４０，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４４８０５１ 的中 � ８１９４４（３番人気）
複勝票数 計 ５７８４８１ 的中 � ８７９４０（３番人気）� ７４９３０（４番人気）� ３０９４３（７番人気）
枠連票数 計 ３７６１３０ 的中 （６－７） ２８３６９（５番人気）
普通馬連票数 計２４８４９３１ 的中 �� １０４８９１（８番人気）
馬単票数 計１６４２７４０ 的中 �� ４２６４４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４９８０６ 的中 �� １９８３５（７番人気）�� ７２８２（２０番人気）�� １１３９３（１４番人気）
３連複票数 計２２１９７８３ 的中 ��� １６４８１（３２番人気）
３連単票数 計５６３４０７２ 的中 ��� １０３０８（１３２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．１―１２．４―１２．２―１２．１―１１．９―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．４―４７．８―１：００．０―１：１２．１―１：２４．０―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
オースミダイドウ �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．６．１８ 京都１着

２００４．２．９生 牡３青 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ ６戦４勝 賞金 ９６，１９３，０００円



１５０３５ ５月２６日 晴 良 （１９中京２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第４３回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．５．２７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，１８．５．２６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）

賞 品
本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ９６６，０００円 ２７６，０００円 １３８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

６８ ローゼンクロイツ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５７．２ ３．３�

１１ スウィフトカレント 牡６青鹿５７ 武 豊 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６－１６ 〃 クビ ４．４�
５６ � インティライミ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：５７．６２� ９．２�
８１２ ヴィータローザ 牡７栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋１０ 〃 ハナ ２０．９�
７１０� ニホンピロキース 牡６芦 ５７ 赤木高太郎小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７６－ ２１：５７．７クビ ４３．８�
２２ シルクネクサス 牡５栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０２± ０１：５７．８� ２８．６�
６７ マチカネオーラ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二細川 益男氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４７０＋ ４１：５７．９� ７．６	
３３ タガノデンジャラス 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６０－ ４１：５８．０	 １０．６

５５ アサカディフィート 
９黒鹿５７ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５１８＋ ４１：５８．１クビ ２６．１�
８１１ アドマイヤメイン 牡４栗 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ８１：５８．３１� ４．２�
７９ パッシングマーク 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８１：５９．６８ １９７．８
４４ �� ストーミーカフェ 牡５鹿 ５７ 石橋 守西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ８２：００．２３� ８４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８８，９５６，８００円 複勝： １０５，６３６，７００円 枠連： ８８，７９３，３００円

普通馬連： ６１１，１７３，６００円 馬単： ３５８，６４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，５３５，７００円

３連複： ５４７，１６０，５００円 ３連単： １，３３４，７４５，３００円 計： ３，２５４，６４２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（１－６） ４８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ８，５４０円

票 数

単勝票数 計 ８８９５６８ 的中 � ２１４３１９（１番人気）
複勝票数 計１０５６３６７ 的中 � ２６０３４８（１番人気）� １６６０６９（２番人気）� ８５３１５（６番人気）
枠連票数 計 ８８７９３３ 的中 （１－６） １３８６２９（２番人気）
普通馬連票数 計６１１１７３６ 的中 �� ７３５３９１（１番人気）
馬単票数 計３５８６４０３ 的中 �� ２１５１１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９５３５７ 的中 �� １１９１９８（１番人気）�� ４６４５７（６番人気）�� ３３９４２（１１番人気）
３連複票数 計５４７１６０５ 的中 ��� １７８９７０（５番人気）
３連単票数 計１３３４７４５３ 的中 ��� １１５４０８（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．０―１２．０―１１．７―１１．６―１２．０―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�
１２．３―２２．９―３３．９―４５．９―５７．６―１：０９．２―１：２１．２―１：３３．３―１：４５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ローゼンクロイツ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００４．１０．１７ 京都２着

２００２．４．６生 牡５鹿 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ １８戦５勝 賞金 ２９５，７６０，０００円



１５０３６ ５月２６日 晴 稍重 （１９中京２）第３日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

２２ � キングトップガン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９０－１０１：４５．６ １．９�

４４ � ウインプログレス 牡６鹿 ５７ 川田 将雅�ウイン 浅見 秀一 白老 白老ファーム ４６０－ ４ 〃 クビ ２９．４�
５６ テイエムヘネシー 牡６栗 ５７ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４５０± ０１：４５．７クビ ４９．０�
８１３� フィールドジュエル 牡５鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４７８－ ８ 〃 クビ １０．６�
３３ ゴールドイモン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B４９４－ ２１：４６．０２ １２．０�
６８ � ストームタイガー 牡５青鹿５７ 中舘 英二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：４６．２� ９．９�
６９ � ゼンノパルテノン 牡５栗 ５７ 飯田 祐史大迫久美子氏 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ５２０± ０ 〃 クビ ７．９	
１１ �� アグネススピリッツ 牡４鹿 ５７ 武 豊渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ４８０－２０１：４６．７３ ７．６

４５ � トーアセンヒメ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文東亜駿馬� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３２－ ４１：４６．８	 １１９．１�
７１１ エアデルソール 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７８－ ６１：４７．３３ ２１．０�
７１０�� シゲルダンプウ 牡６青鹿

５７
５４ ▲藤岡 康太森中 蕃氏 須貝 彦三 静内 坂本 春信 ５５２－ ４１：４７．４クビ ２３．３

５７ � ウェディングマター 牡６青鹿 ５７
５４ ▲田中 健加藤 守氏 木原 一良 門別 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ８１：４８．３５ １４０．２�

８１２�� クリノゴールド 牡４栗 ５７ 北村 浩平栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４６２＋ ２１：４８．５１ ２７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，９２７，３００円 複勝： ４６，４０８，８００円 枠連： ５１，１４１，５００円

普通馬連： ２０８，６１５，５００円 馬単： １５５，６４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，７４１，４００円

３連複： ２１０，４８５，４００円 ３連単： ５５１，８１６，２００円 計： １，３１６，７８０，４００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ６００円 � ６８０円 枠 連（２－４） ２，７４０円

普通馬連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� １，５９０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� ２７，８６０円 ３ 連 単 ��� ９６，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３９９２７３ 的中 � １６７４７４（１番人気）
複勝票数 計 ４６４０８８ 的中 � １４６９９２（１番人気）� １５１７２（１０番人気）� １３０５９（１１番人気）
枠連票数 計 ５１１４１５ 的中 （２－４） １３７８６（１１番人気）
普通馬連票数 計２０８６１５５ 的中 �� ４７２６５（９番人気）
馬単票数 計１５５６４４３ 的中 �� ２４９３６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２７４１４ 的中 �� １２１１３（１１番人気）�� ８２５０（２０番人気）�� １８２８（５７番人気）
３連複票数 計２１０４８５４ 的中 ��� ５５７６（８４番人気）
３連単票数 計５５１８１６２ 的中 ��� ４２３７（２９７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．５―４２．７―５５．１―１：０７．３―１：２０．０―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
１
３

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

・（３，５）（２，７）１１（８，９，１２）１０，６（１，１３）４・（３，５）（２，８，１１，９）（６，１，４）１３，１０－７，１２
勝馬の
紹 介

�キングトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．６．１０ 中京４着

２００３．４．２４生 牡４鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー ６戦３勝 賞金 ２５，８５０，０００円
※ウインプログレス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（１９中京２）第３日 ５月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２９９，５１０，０００円
２，１００，０００円
７，９３０，０００円
５２０，０００円
２，５４０，０００円
３３，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６７５，０００円
４，９１０，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３５２，５３７，９００円
４３９，０００，４００円
４０７，７２７，２００円
１，８５５，８１４，２００円
１，３８８，３３０，８００円
４４９，１５２，５００円
２，０６２，２１０，１００円
２，８３７，１０１，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，７９１，８７４，９００円

総入場人員 ２３，２４２名 （有料入場人員 ２１，４９１名）




