
１５０２５ ５月３１日 小雨 稍重 （２０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 チャームマロン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４５４＋ ２１：４８．５ ３．９�

８１６ グランドツインクル 牝３鹿 ５４ 中村 将之�グランド牧場 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４９２＋ ４１：４８．７１� ３４．４�
５９ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４５０－ ２１：４８．８クビ ５．３�
２３ クリノソーニャ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４４４＋１０ 〃 アタマ ３．９�
７１３ ブラックカシミール 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ５．５�
３６ アンクルウォーター 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 吉岡 八郎 新冠 須崎牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ ２６．２	
１１ クールサンドラ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ４５０＋１０１：４９．２２� ２２．９

８１５ ウォーターリメイン 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１２＋２４１：４９．７３ １１３．４�
４８ ナハトムジーク 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６ ―１：４９．８� ３５．５�

６１２ フジヤマオペラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真藤本美也子氏 福島 信晴 新冠 越湖牧場 ４３０＋ ２１：５０．０１ １２２．８

６１１ ピンクノヒョウ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田村 太雅久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４５０± ０１：５１．０６ ９０．７�

３５ クリアプリンセス 牝３青鹿 ５４
５１ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 静内 石川 新一 ４８４ ―１：５１．５３ １０６．３�

１２ メイショウモナム 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 林 孝輝 ４４２＋ ４１：５１．６� ９８．０�
２４ マックスロザリー 牝３栗 ５４ 川田 将雅田所 英子氏 北出 成人 門別 天羽牧場 ４８０ ―１：５１．７� ８．２�
４７ ホーマンフィールド 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３０＋ ２１：５２．１２� ２４．５�
７１４ キャナレット 牝３鹿 ５４ 幸 英明香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 B４５８＋２２１：５４．８大差 ４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０３９，３００円 複勝： １５，８９９，７００円 枠連： １８，０２２，６００円

普通馬連： ４９，８２５，５００円 馬単： ４８，３９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０４６，９００円

３連複： ８１，１２６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２４１，３５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ６２０円 � １８０円 枠 連（５－８） ２，７３０円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １１，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ４１０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ８，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２０３９３ 的中 � ２４８１７（１番人気）
複勝票数 計 １５８９９７ 的中 � ２５７７８（３番人気）� ５０６９（９番人気）� ２７４０５（２番人気）
枠連票数 計 １８０２２６ 的中 （５－８） ４８７６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４９８２５５ 的中 �� ５３９９（２５番人気）
馬単票数 計 ４８３９２５ 的中 �� ３２２７（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０４６９ 的中 �� ２１７９（２０番人気）�� １０８５９（３番人気）�� ２２９３（１９番人気）
３連複票数 計 ８１１２６９ 的中 ��� ７０６４（２６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．９―１３．９―１３．４―１２．３―１２．８―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．２―４４．１―５７．５―１：０９．８―１：２２．６―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャームマロン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Danzig デビュー ２００７．１２．２２ 阪神７着

２００５．３．１３生 牝３栗 母 フローズンフランシーヌ 母母 L’Affaire ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 ウォーターリメイン号の騎手佐久間寛志は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 キャナレット号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スズカルビー号・バロックドルチェ号・ホクザンヴィアンド号
（非抽選馬） ５頭 エリモエトワール号・エーシンハンドフル号・スズカクリアー号・ノリリスク号・メイショウフェーヴ号



１５０２６ ５月３１日 曇 良 （２０中京２）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

３６ メ ラ ト ニ ン 牡３青 ５６ 藤岡 佑介加藤 厚子氏 荒川 義之 静内 高橋 修 ４５６－ ４１：０８．３ ２．０�

１２ ファイナルファイト 牡３栗 ５６
５５ ☆浜中 俊林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６８＋１６１：０９．１５ ６．１�

７１４ ブルーアース �３栗 ５６ 武 幸四郎 �ブルーマネジメント大久保龍志 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ２１：０９．２� ６．２�
５１０ トウカイポプリ 牝３青鹿５４ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４２８－ ６１：０９．３� ９．６�
３５ ドンマルゴー 牡３鹿 ５６ 中村 将之山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １２．６�
７１５ マルヨフォーティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４７６－ ４１：０９．６２ ９１．３�
８１７ アスールグロリオ �３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真冨沢 敦子氏 須貝 彦三 新冠 オートファー
ム 	渡 ４５６＋ ６１：０９．７� ８７．２


２４ メイショウアレグロ 牡３青鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 新冠 大狩部牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ６０．６�
１１ タガノステラマリス 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ３９４＋ ２１：０９．８� ４５．６�

７１３ スイートメリー 牝３栗 ５４ 高野 容輔山田 嘉昭氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４５０－ ４１：１０．０１ ９４．４
８１８ ニホンピロジパング 牡３栗 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 平取 稲原牧場 ４８８＋２４１：１０．２１� ８７．７�
８１６ ミッキースター 牡３青鹿５６ 岩田 康誠野田みづき氏 池江 泰郎 静内 寺越 政幸 ４３８－ ６１：１０．３� ６０．７�
４７ アサケボーイ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４８２－１４ 〃 アタマ １５．２�
２３ 	 アグネスフィーバー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Beechglen

Farms, LLC ４７０＋１８１：１０．４� ２７．２�
４８ カスターニャ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭名古屋友豊� 作田 誠二 三石 藤井 益美 ４５８ ―１：１０．５� ８１．６�
６１２ スリークロフネ 牡３芦 ５６

５３ ▲船曳 文士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２ ―１：１０．７１ １７０．２�
６１１ マルブツグランデラ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典大澤 毅氏 中尾 正 浦河 桑田牧場 ４４４＋ ４１：１１．１２� ７３．７�
５９ ツルマルメジャー 牡３青鹿５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４６０－ ６１：１２．８大差 １６７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，７２２，８００円 複勝： ２１，５０７，８００円 枠連： １９，１７３，４００円

普通馬連： ５８，６４５，６００円 馬単： ５４，５２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７０９，１００円

３連複： ８８，６２０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２７６，９０１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（１－３） ５１０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３１０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７２２８ 的中 � ６４０８９（１番人気）
複勝票数 計 ２１５０７８ 的中 � ７８４８２（１番人気）� ２３２０１（３番人気）� ２５８２２（２番人気）
枠連票数 計 １９１７３４ 的中 （１－３） ２８２３９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８６４５６ 的中 �� ６２６９０（１番人気）
馬単票数 計 ５４５２１５ 的中 �� ３３４２０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７０９１ 的中 �� １５０３３（２番人気）�� １５７４４（１番人気）�� ６６００（６番人気）
３連複票数 計 ８８６２０９ 的中 ��� ４２８９５（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．０―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．４―４５．０―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ラ ト ニ ン �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００８．１．２７ 京都１３着

２００５．５．２９生 牡３青 母 イシノスイング 母母 クロスカブラヤ ５戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔制裁〕 ファイナルファイト号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルメジャー号は，平成２０年７月３１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 アルモニー号・サルラ号・パシコスピリット号・ロマンゴールド号



１５０２７ ５月３１日 曇 良 （２０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）

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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

１２ トゥリオーニ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲田中 克典 �キャロットファーム 中尾 正 浦河 市川フアーム ４７４± ０１：４９．０ ４．０�

６１１ オースミターゲット 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 健�オースミ 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７０＋ ４１：４９．３１� ７．８�

７１３ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４１６－１０１：４９．５１� ７．１�

４８ トミケンプライム 牡３栗 ５６
５３ ▲大下 智冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ３９４＋ ４ 〃 アタマ ９．３�

３６ エーシンピークブイ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ８６．６�

８１５ ラインクリスタル 牝３青鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士大澤 繁昌氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ ２４．５	

１１ カネトシレジアス 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１２± ０１：４９．６クビ ２．７


５９ ファンキードラゴン 牡３黒鹿５６ 中村 将之松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ５００－ ４１：５０．０２� ９．３�
２４ フ ァ ド 牡３鹿 ５６ 柴原 央明山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２－ ６ 〃 アタマ １１５．５�
３５ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３０．１
２３ スプリングニース 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４３８± ０ 〃 クビ １４８．６�
４７ ファーマウォラト 牡３栗 ５６ 生野 賢一林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４５４－ ８１：５０．１クビ ３４．４�
６１２ トロピカルガイ 牡３黒鹿５６ 南井 大志小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４２２＋ ２１：５１．１６ ２４２．２�
８１６ エ ミ リ オ ン �３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真吉田 和美氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４２８ ― 〃 クビ ７４．１�
７１４ ラピドフレチャ 牡３黒鹿５６ 黒岩 悠冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ４６４－ ４１：５２．３７ ２５３．６�
５１０ マルカネルソン 牡３鹿 ５６ 北村 浩平河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：５３．４７ １５９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１２１，３００円 複勝： ２２，２０２，１００円 枠連： ２０，３５８，１００円

普通馬連： ５９，５４３，７００円 馬単： ５８，９９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５６３，４００円

３連複： ９３，７７９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，５６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２２０円 枠 連（１－６） ７８０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ７３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１２１３ 的中 � ２９９６３（２番人気）
複勝票数 計 ２２２０２１ 的中 � ３７７１０（２番人気）� ２１７２６（５番人気）� ２６５４５（３番人気）
枠連票数 計 ２０３５８１ 的中 （１－６） １９３７２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９５４３７ 的中 �� ２０５１９（９番人気）
馬単票数 計 ５８９９８１ 的中 �� １２０１４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５６３４ 的中 �� ５９８０（９番人気）�� ６３６７（７番人気）�� ５１８５（１１番人気）
３連複票数 計 ９３７７９７ 的中 ��� １７２１７（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．６―４８．９―１：０１．６―１：１３．６―１：２５．６―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トゥリオーニ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００８．５．１７ 京都５着

２００５．４．２８生 牡３青鹿 母 キタノオゴジョ 母母 キタノベンチヤー ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 オースミターゲット号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカネルソン号は，平成２０年６月３０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェルガーナ号
（非抽選馬） １頭 カシノマルス号



１５０２８ ５月３１日 曇 稍重 （２０中京２）第３日 第４競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１５ エアタイタン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５４０－ ２１：４６．４ ２．３�

３５ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ４．０�
１１ メイショウロッシ 牡３黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ２１：４６．８２� ６．８�
５１０ アップセット 牡３芦 ５６ 飯田 祐史�ターフ・スポート荒川 義之 三石 斉藤スタッド ４９６－ ６１：４７．０１� １３．１�
３６ グロッケンライン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４３８－ ８１：４７．１� ７．１�
１２ サイキョウケンザン 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３４－ ８１：４７．５２� ６９．４	
６１１ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４５０－ ４１：４７．７１ １６．５

４８ � グランカナリア 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�下河辺牧場 角居 勝彦 米 Shimok-

obe Farm ４８２＋ ４１：４７．８� １１１．５�
２４ マヤノイカズチ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６２－ ８１：４７．９� １７．３�
２３ トーワミラクル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４２６＋ ４１：４８．３２� １２６．８
７１３ サンオールイン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉竹内十志夫氏 昆 貢 静内 聖心台牧場 ４８６－ ４１：４９．０４ １５４．０�
６１２ ドンルーチェ 牡３芦 ５６

５３ ▲船曳 文士山田 貢一氏 安達 昭夫 新冠 若林牧場 ４７２＋ ２１：４９．２１ ２３９．９�
４７ アンティバック 牡３栗 ５６ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４９４± ０ 〃 クビ ２８２．１�
５９ メイショウロデム 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４６０± ０１：４９．３� １９７．０�
７１４ ファンドリターフ 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 ４８４＋１２１：５１．４大差 ５３．６�
８１６� スタンニング 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文広尾レース� 角居 勝彦 愛 Knocka-

iney Stud ４７４＋ ６１：５３．０１０ ５８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８９７，８００円 複勝： ３３，７３９，５００円 枠連： ２１，１３２，２００円

普通馬連： ６８，８９３，６００円 馬単： ７３，５１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０７５，７００円

３連複： １１３，６６８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３５１，９２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（３－８） ２６０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８９７８ 的中 � ６２５９５（１番人気）
複勝票数 計 ３３７３９５ 的中 � １１７５５７（１番人気）� ７６６２３（２番人気）� ４０９０４（３番人気）
枠連票数 計 ２１１３２２ 的中 （３－８） ６１８８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８８９３６ 的中 �� １２５８４２（１番人気）
馬単票数 計 ７３５１５８ 的中 �� ７８４１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０７５７ 的中 �� ３７６８３（１番人気）�� ２００６０（２番人気）�� １４５１２（４番人気）
３連複票数 計１１３６６８７ 的中 ��� １０６０５３（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．０―４３．０―５６．２―１：０９．１―１：２２．０―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアタイタン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Fairy King デビュー ２００８．３．２２ 阪神３着

２００５．４．２８生 牡３黒鹿 母 エ ア レ ン ヌ 母母 Ruby Setting ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔発走状況〕 ファンドリターフ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ファンドリターフ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタンニング号は，平成２０年６月３０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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ツルマルカフェ号・デルマレグルス号・ファルクス号・ホワイトショウフク号・マーベラスウイル号・

ミキノジャズマン号・ヤマノチョウジョウ号・リマインドフル号・ロングサプライズ号
（非抽選馬） １頭 フィールドブルック号



１５０２９ ５月３１日 小雨 稍重 （２０中京２）第３日 第５競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

８１５ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２４± ０ ５８．８ ５．２�

２４ ヤマニンブリオン 牡３鹿 ５６ 小牧 太土井 薫氏 浅見 秀一 豊浦 飯原牧場 ４７８＋ ２ ５９．２２� ２１．６�
６１２ チャームキャップ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４３４＋ ４ 〃 クビ ４０．７�
４７ カシノブレイヴリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５２２＋ ４ ５９．３� ６．１�
５９ ペプチドアトム 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４＋１０ ５９．５１ ２７．３�
７１３ マルシゲヨカニセ 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ １５１．０�
８１６ マイネアクトナイン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２６± ０ ５９．６� ９２．５	
１１ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０６＋ ６ 〃 ハナ ２．８

５１０ オウシュウバラッド 牡３栗 ５６ 太宰 啓介西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４８２－ ８ 〃 アタマ １７．６�
６１１ トーホウヘレン 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４５２± ０ ５９．８１ ３９．８�
１２ メイショウアーチャ 牡３青 ５６

５５ ☆浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ４７６＋ ２１：００．１１� ４８．３
４８ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４４２± ０１：００．２� ２０．０�
７１４� デビルズコーナー 牝３鹿 ５４ 武 豊吉田 和美氏 平田 修 米 Whisper

Hill Farm ４９２＋１２１：００．３クビ ４．２�
２３ 	 ストロングライデン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆北村 友一戸部 洋氏 谷原 義明 静内 真歌伊藤牧場 ４４６＋ ８１：００．４� １６６．３�
３６ テイエムデスカイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４３２＋ ２ 〃 クビ １４１．６�
３５ ライフチェンジ 
３鹿 ５６ 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４３４－ ２１：００．９３ ８９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２１７，７００円 複勝： ２７，２１８，７００円 枠連： １９，１１３，９００円

普通馬連： ７７，６８１，２００円 馬単： ７２，９６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４１５，６００円

３連複： １１４，４７９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，０８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２２０円 � ５８０円 � １，０４０円 枠 連（２－８） ５，６６０円

普通馬連 �� ５，４３０円 馬 単 �� ８，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ３，０７０円 �� ６，２７０円

３ 連 複 ��� ６２，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２１７７ 的中 � ２９２４１（３番人気）
複勝票数 計 ２７２１８７ 的中 � ４１１６４（４番人気）� １１３７４（７番人気）� ５９２９（９番人気）
枠連票数 計 １９１１３９ 的中 （２－８） ２４９６（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７７６８１２ 的中 �� １０５６８（１８番人気）
馬単票数 計 ７２９６００ 的中 �� ６０９５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４１５６ 的中 �� ３５２０（１７番人気）�� １９５４（２９番人気）�� ９４４（４８番人気）
３連複票数 計１１４４７９８ 的中 ��� １３５２（１２８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１２．０―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．７―３４．７―４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．１
３ １４，１５，１６（７，１２）（６，９，１３）４（１，２，１１）（８，１０）３，５ ４ １４，１５，１６，１２，７，４（６，９，１３）（１，２，１１）（８，１０）３，５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーフォルテ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 シービークロス デビュー ２００７．８．２６ 小倉４着

２００５．４．２５生 牡３鹿 母 スリースポット 母母 ユウワスカーレツト １３戦２勝 賞金 ２９，６００，０００円
〔制裁〕 ヤマニンブリオン号の騎手小牧太は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



１５０３０ ５月３１日 小雨 良 （２０中京２）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
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

７１１ スマートギア 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４４６－ ４１：４７．４ ５．４�

２２ グローリーシーズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ６．４�
３３ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４６－ ２１：４７．５クビ ９．０�
４６ スピットファイアー 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健前田 晋二氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４８６＋ ４ 〃 同着 ２８．８�
８１４ ナリタトルネード 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ６．７�
８１３ ブラッシュアップ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４６８－ ４１：４７．８１� ２５．９�
５８ メイショウジェイ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４５０＋ ４１：４７．９クビ ７．０	
６９ ゴールドサクセス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６６－ ６ 〃 クビ １６．１

６１０ ダイシンプラン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ８ 〃 アタマ ３．３�
１１ スリーラスカル 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４５２± ０１：４８．１１ １０９．５�
７１２ マイサイドキック 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９４± ０１：４８．３１� １２２．６
４５ ジョニーバローズ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０－１０１：４８．５１� ５１．１�
５７ アンノルーチェ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４０± ０１：４８．７１� ３９．４�
３４ ゲイリーライアン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４６４－ ６１：４８．８� ６６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，６４９，０００円 複勝： ３３，４４３，６００円 枠連： ２２，４９５，１００円

普通馬連： ８３，９３３，４００円 馬単： ７３，８３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７７９，８００円

３連複： １１９，２０７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３７９，３４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 �
�

２１０円
５８０円 枠 連（２－７） １，９７０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 ��

��
５５０円
１，２９０円

��
��

５７０円
１，１８０円

３ 連 複 ���
���

２，４６０円
６，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２６４９０ 的中 � ３３４７２（２番人気）
複勝票数 計 ３３４４３６ 的中 �

�
４８００９
８６６４
（３番人気）
（９番人気）

� ３２９７１（６番人気）� ３３６７６（５番人気）

枠連票数 計 ２２４９５１ 的中 （２－７） ８４６４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８３９３３４ 的中 �� ３３５３４（６番人気）
馬単票数 計 ７３８３３１ 的中 �� １６９５１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７７９８ 的中 ��

��
８４４０
６２９８
（６番人気）
（１４番人気）

��
��

６５８６
２８１９
（１２番人気）
（２５番人気）

�� ２５７６（２６番人気）

３連複票数 計１１９２０７９ 的中 ��� １８０５８（１６番人気）��� ６３５９（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１２．１―１２．６―１１．８―１２．１―１２．３―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．７―３４．８―４７．４―５９．２―１：１１．３―１：２３．６―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．２．１２生 牡３栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター ５戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔その他〕 アンノルーチェ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



１５０３１ ５月３１日 小雨 良 （２０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

６８ マイネレプリーク 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 北陽ファーム B４４４－ ４１：５９．８ ３．９�

３３ フライングメリッサ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太セゾンレースホース� 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ２２：００．２２� １５．８�

８１３ ティアラプリンセス 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４６８＋ ２２：００．３� ６．３�
４５ ツルマルオジョウ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４５２＋ ８２：００．４� ６．９�
２２ ギ ー ニ ョ 牝５鹿 ５５ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２２：００．５� ４．２�
７１０ リッカメルド 牝４黒鹿５５ 角田 晃一立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４３４－ ２２：００．６� １４．９�
４４ ニシノマニッシュ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８４＋ ４２：００．８１� ９５．１	
６９ グラマトフィラム 牝４黒鹿５５ 四位 洋文田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １２．１

５７ プリムラシチー 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 宮本 博 浦河 駿河牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ ５８．４�
７１１ チャームピクチャー 牝４栗 ５５

５２ ▲田村 太雅タマモ� 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６８＋ ６２：０１．０１� ５４．８�
５６ イナズマイージス 牝５黒鹿５５ 金折 知則小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７０＋ ４２：０１．４２� ９５．９
８１２ スーパーレインボー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４７６± ０２：０１．５クビ ５．７�
１１ ユ メ キ コ ウ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム B４３８＋１６２：０２．５６ ９６．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，０７７，７００円 複勝： ２８，５９６，４００円 枠連： ２２，５８５，１００円

普通馬連： ８１，０９２，６００円 馬単： ７３，９９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１１８，６００円

３連複： １１５，３８１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６１，８４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ２，６４０円

普通馬連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ４８０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０７７７ 的中 � ３７３７３（１番人気）
複勝票数 計 ２８５９６４ 的中 � ６２７０８（１番人気）� １６８８０（７番人気）� ３４４４８（４番人気）
枠連票数 計 ２２５８５１ 的中 （３－６） ６３１６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８１０９２６ 的中 �� １８２５４（１４番人気）
馬単票数 計 ７３９９０７ 的中 �� １０１７５（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１１８６ 的中 �� ５８３７（１１番人気）�� １２２６９（３番人気）�� ４６６２（１７番人気）
３連複票数 計１１５３８１８ 的中 ��� １７７７５（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．１―３４．７―４７．２―５９．６―１：１１．７―１：２４．０―１：３６．３―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
３
８，１２，６（５，１０）２，１３，３（１１，９）（１，４）７・（８，１２）１０（６，５，２，１３）（３，９）１１（１，４）７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネレプリーク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００６．１１．４ 東京７着

２００４．４．１２生 牝４栗 母 イブキニュースター 母母 リーガルエンドーバー １５戦２勝 賞金 ２１，８６２，０００円
〔発走状況〕 グラマトフィラム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 グラマトフィラム号は，発走調教再審査。



１５０３２ ５月３１日 雨 良 （２０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

７１５ フリーダムエアー 牡４栗 ５７ 松田 大作深見 富朗氏 昆 貢 門別 白瀬 明 ５１２－ ４１：０８．８ ２．４�

４８ � メイショウキトリ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 日の出牧場 ５１８＋ １１：０８．９� ６．６�
８１６ マッキーバクシン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４４８± ０ 〃 クビ １３．８�
３５ � メイショウカーター 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４５８－ ６１：０９．１１� ３５．０�
２３ トップオブバイオ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一バイオ� 領家 政蔵 平取 清水牧場 ４７２－１２１：０９．２� ８．２�
８１７ ク ロ ズ キ ン 牡５鹿 ５７ 幸 英明小川 洋氏 石坂 正 門別 加藤牧場 ５０６－ ２１：０９．４１� １１．９�
３６ メイショウバルドル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４５６－１６１：０９．５クビ ２７．５	
６１２ メイショウハナミチ 牡４栗 ５７

５４ ▲田中 健松本 好雄氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ２０．３

６１１ プリティーキャット 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲大下 智武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４１６＋ ２１：０９．６� ８４．６�
８１８ エアファーギー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ７．６�
７１３ ベターデイズ 牝４鹿 ５５ 川島 信二鷹野 馨氏 吉田 直弘 浦河 永田 克之 ４３２－ ２１：０９．９１� ２０．１
２４ ケイエスショーキ 牡４黒鹿５７ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１４＋ ４ 〃 ハナ ２３．２�
５９ � プリンセスジネブラ 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰�吉田牧場 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４７４－ ４１：１０．２２ ２０９．５�
７１４� アルファルドベキア 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�貴悦 加藤 和宏 三石 澤田 嘉隆 ５０４＋１４１：１０．３� １０９．３�
１１ � ウエストワード 牝５栗 ５５ 上村 洋行下河�美智子氏 野中 賢二 門別 下河辺牧場 ４８０± ０１：１０．６２ ６２．０�
４７ � ケンタッキーハット 	４栗 ５７

５６ ☆北村 友一勝一愛馬倶楽部 鈴木 勝美 静内 フジワラフアーム ４４２－ ４１：１０．９１� ９０．５�
５１０� ユキノスバル 牡５鹿 ５７ 中村 将之柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４４４± ０１：１１．６４ １４０．４�
１２ � グッドコマチ 牝４栗 ５５ 小牧 太杉立 恭平氏 宮 徹 門別 日高大洋牧場 ４２２－３１１：１３．１９ ６１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，８０８，５００円 複勝： ２３，７０３，３００円 枠連： ２５，５２１，４００円

普通馬連： ８６，７３４，８００円 馬単： ７１，５５５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９２２，８００円

３連複： １３１，８７７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，１２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ４４０円 枠 連（４－７） ９９０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６８０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８０８５ 的中 � ５８９２７（１番人気）
複勝票数 計 ２３７０３３ 的中 � ６３７３４（１番人気）� ２５５４４（４番人気）� １０４９５（７番人気）
枠連票数 計 ２５５２１４ 的中 （４－７） １９０４５（４番人気）
普通馬連票数 計 ８６７３４８ 的中 �� ５８２６３（３番人気）
馬単票数 計 ７１５５５０ 的中 �� ２８９１２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９２２８ 的中 �� １３５５３（３番人気）�� ８８１１（５番人気）�� ２７８２（２５番人気）
３連複票数 計１３１８７７５ 的中 ��� ２０９３２（１２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．９―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．６―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーダムエアー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２２ 函館２着

２００４．３．６生 牡４栗 母 ヒロジュエル 母母 デイナーゲスト １０戦２勝 賞金 ２０，６６５，０００円
〔発走状況〕 ベターデイズ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

ユキノスバル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ベターデイズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドコマチ号は，平成２０年６月３０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 アジアンホープ号・エリモブラスト号・カシノマイハート号・サンタナイト号



１５０３３ ５月３１日 雨 稍重 （２０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；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

５１０ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５５ 武 豊中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４０６＋ ６１：４４．０ ４．２�

２４ � ヒシウィンザー 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４８２± ０１：４４．４２� ７．９�
８１６ ヴィアラクテア 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：４４．５	 ６．３�
６１２ アートオブウォー 牡４栗 ５７ 小原 義之岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８４± ０１：４４．６クビ ６．４�
３５ ボ ラ ン タ ス 牡４栗 ５７ 熊沢 重文齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６－ ６１：４５．０２� ３．４�
３６ アグネスラック 牝５芦 ５５ 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６＋２４１：４５．２１� ３０．９�
５９ ヒラボクオウショー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文	平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５０２－ ２１：４５．３� １６．９

８１５ メイショウウーキー 牡７黒鹿５７ 小林 徹弥松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 日優牧場 ５３２－ ２１：４５．５１ １３２．１�
７１４ マイネルカンターレ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモビューファーム ４７８－１４ 〃 アタマ １１４．５�
１２ 
 スマイルハヅキ 牡５青 ５７ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 浦河 鮫川フアーム ４８４＋ ４ 〃 クビ １１２．７
１１ ツルマルローズ 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７４＋ ２１：４５．６� １２６．０�
７１３ ゼンノマルビナス 牡５芦 ５７ 赤木高太郎大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム B５００－ ６１：４５．８１� ２６．０�
２３ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４＋ ６１：４６．０１� １７．０�
４７ マチカネニオウミヤ 牡５鹿 ５７ 石橋 守細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４８０＋２２１：４６．６３� ９４．３�
４８ エイシンイッパツ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ４８０－１４１：４６．７� ８０．５�
６１１ スプリングザスパ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４５４＋ ６１：４６．８クビ ２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，０８５，３００円 複勝： ４３，０９６，３００円 枠連： ２９，７７１，１００円

普通馬連： １４２，５２３，１００円 馬単： ９２，２３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，９３８，５００円

３連複： １６０，２２５，３００円 ３連単： ３６７，４９８，０００円 計： ９０２，３７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ８２０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� １６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２９０８５３ 的中 � ５５２１７（２番人気）
複勝票数 計 ４３０９６３ 的中 � ７７３６０（１番人気）� ５３６６３（４番人気）� ４８２７８（５番人気）
枠連票数 計 ２９７７１１ 的中 （２－５） ２７０５０（２番人気）
普通馬連票数 計１４２５２３１ 的中 �� ７４０６０（６番人気）
馬単票数 計 ９２２３９４ 的中 �� ２６４６４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７９３８５ 的中 �� １６４７４（６番人気）�� １６５７２（５番人気）�� ９８３１（１０番人気）
３連複票数 計１６０２２５３ 的中 ��� ３２８８８（９番人気）
３連単票数 計３６７４９８０ 的中 ��� １６５０４（４０番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．７―１３．４―１２．７―１１．７―１２．３―１１．９―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．４―４２．８―５５．５―１：０７．２―１：１９．５―１：３１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アクセルファイヤー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Timing デビュー ２００７．３．１１ 阪神９着

２００４．５．１０生 牝４鹿 母 ゲイリークレイン 母母 Five France １７戦３勝 賞金 ５１，３０９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アイアンキング号・アドマイヤマジン号・アールヌーヴォー号・インスパイアリング号・ウインプログレス号・

エイシンハンコック号・エターナルサーガ号・エプソムアーロン号・クラリオンコール号・コクシムソウ号・
ゴールドイモン号・シルクランサム号・スペラーレ号・スリーキセキ号・セフティーローレル号・
ダイアモンドヘッド号・タニノロッキー号・ダンシングタイガー号・チェリーロビン号・ツルマルローレル号・
デマントイドリバー号・テンザンコノハナ号・トシセント号・トーセントップラン号・ニッシンテースト号・
バンブーライカルト号・ブルーフェアプレー号・ブレイバー号・ミステリーゲスト号・ヤマニンコーリング号・
ランヘランバ号・リリーハーバー号・ローレルアクシス号・ワールドドン号



１５０３４ ５月３１日 雨 稍重 （２０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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

１１ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５６ 福永 祐一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ８１：４８．２ ４．９�

３３ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４８８－ ４１：４８．３� ２６．１�
８９ ルールプロスパー 牡３青鹿５６ 角田 晃一儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８± ０１：４８．５１� １９．３�
２２ シングライクバード 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 クビ ６．１�
４４ ノットアローン 牡３青 ５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４８．６	 ２．２�
７８ メイショウベルーガ 牝３芦 ５４ 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７６± ０１：４８．９２ ６．３	
５５ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 小牧 太一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ２１：４９．１１� ２５．７

７７ オリエンタルロック 牡３黒鹿５７ 武 幸四郎棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４７８＋ ２１：４９．３１� ６１．６�
６６ ファビラスボーイ 牡３芦 ５６ 中舘 英二中村 昭博氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ５０６－ ４１：４９．５１� ９．８�
８１０ ヒルノラディアン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 ４４６－ ２１：５０．１３� ３９．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４８，５６９，６００円 複勝： ５１，０８９，６００円 枠連： ２９，０５６，０００円

普通馬連： １７０，８５８，０００円 馬単： １２７，１６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１７２，３００円

３連複： １６６，７４９，９００円 ３連単： ５０５，４９０，３００円 計： １，１３８，１４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ５２０円 � ５１０円 枠 連（１－３） ４，０００円

普通馬連 �� ４，３３０円 馬 単 �� ６，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� １，１６０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １６，４６０円 ３ 連 単 ��� ８８，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４８５６９６ 的中 � ７９３８７（２番人気）
複勝票数 計 ５１０８９６ 的中 � ９３４０１（２番人気）� ２２９０７（７番人気）� ２３００２（６番人気）
枠連票数 計 ２９０５６０ 的中 （１－３） ５３６４（１７番人気）
普通馬連票数 計１７０８５８０ 的中 �� ２９１４５（１７番人気）
馬単票数 計１２７１６１４ 的中 �� １３４９７（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１７２３ 的中 �� ７３９７（１５番人気）�� ８４２１（１４番人気）�� ４２５１（２５番人気）
３連複票数 計１６６７４９９ 的中 ��� ７４７８（４９番人気）
３連単票数 計５０５４９０３ 的中 ��� ４１９５（２４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．４―４８．６―１：００．５―１：１２．９―１：２５．０―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンキングリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２ 札幌１着

２００５．５．１６生 牡３栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス ９戦３勝 賞金 ５７，４８９，０００円



１５０３５ ５月３１日 小雨 稍重 （２０中京２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第４４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，１９．５．２６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，１９．５．２５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 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

６１２ エイシンデピュティ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９６－ ２１：５９．１ ４．６�

８１５ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５７ 芹沢 純一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２６± ０１：５９．３１� ４１．１�

２４ カワカミプリンセス 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ １０．０�
３５ サクラメガワンダー 牡５栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４８０－ ２１：５９．５１� ７．４�
１２ カネトシツヨシオー 牡５鹿 ５７ 幸 英明兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ ９２．０�
７１３ アドマイヤオーラ 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５２ １：５９．７１� ３．４	
４７ インティライミ 牡６鹿 ５８ 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 ４７４± ０１：５９．８クビ ７．５

４８ バトルバニヤン 牡４栗 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：５９．９� ４９．８�
１１ ワンモアチャッター 牡８黒鹿５７ 鮫島 良太松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４５８± ０２：００．１１� １１１．８�
７１４ アサカディフィート 	１０黒鹿５７ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２２－ ８ 〃 ハナ ５０．２
３６ タスカータソルテ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 クビ １３．７�
５１０ スウィフトカレント 牡７青鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６－ ２２：００．２� ２６．９�
５９ マチカネオーラ 牡６黒鹿５７ 武 豊細川 益男氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ３５．２�
２３ ヴィクトリー 牡４鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８２：００．７３ １１．８�
６１１ ナムラマース 牡４黒鹿５７ 上村 洋行奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８４＋１４２：００．９１� １１０．６�
８１６ エリモハリアー 	８鹿 ５７ 浜中 俊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４６０± ０２：０２．４９ １２４．３�
８１７ ローゼンクロイツ 牡６鹿 ５８ 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 ４６４＋ ２ （競走中止） １９．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２４，０４５，７００円 複勝： １７０，７８１，５００円 枠連： １１８，８７０，９００円

普通馬連： ７４８，５０９，０００円 馬単： ３８９，５８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６９，１８４，２００円

３連複： ７７４，７４８，９００円 ３連単： １，５６４，２０３，１００円 計： ４，０５９，９２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ９５０円 � ４４０円 枠 連（６－８） ２，４４０円

普通馬連 �� ６，８９０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� １，６７０円 �� ７，９９０円

３ 連 複 ��� ４６，９３０円 ３ 連 単 ��� ２４３，３４０円

票 数

単勝票数 計１２４０４５７ 的中 � ２１３９１２（２番人気）
複勝票数 計１７０７８１５ 的中 � ３０７３６０（２番人気）� ３９１０５（１１番人気）� ９４３３５（６番人気）
枠連票数 計１１８８７０９ 的中 （６－８） ３６０５３（１４番人気）
普通馬連票数 計７４８５０９０ 的中 �� ８０２７１（２７番人気）
馬単票数 計３８９５８２２ 的中 �� ２６０７９（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６９１８４２ 的中 �� １９７０８（２５番人気）�� ２５３５４（１８番人気）�� ５１０２（６８番人気）
３連複票数 計７７４７４８９ 的中 ��� １２１８４（１３２番人気）
３連単票数 計１５６４２０３１ 的中 ��� ４７４４（６５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．３―４７．６―５９．９―１：１２．０―１：２４．０―１：３５．６―１：４７．１

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
１２，１５（４，５，１１，１７）（１，６，７）１３（８，１６）（２，１４，９）－１０＝３・（１２，１５，９）１７（４，５）（６，７，１３）（１，１１）８（２，１４）１６－１０＝３

２
４
１２－１５（４，１７）５（１，１１）６，７（８，１３）１６（２，１４，９）－１０＝３・（１２，１５，９）－４（５，１３）１７（６，７）１（８，２）（１１，１４）－（１０，１６）－３

勝馬の
紹 介

エイシンデピュティ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．４．２４ 京都４着

２００２．４．９生 牡６栗 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum ２６戦９勝 賞金 ３０６，０２１，０００円
〔競走中止〕 ローゼンクロイツ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ヴィクトリー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。



１５０３６ ５月３１日 曇 稍重 （２０中京２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

１１ テイクザホーク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４６８－ ４１：０９．２ ３．０�

８１７ アキノパンチ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９８± ０ 〃 ハナ ３．８�
３５ � ヒ ノ ト リ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮小林 久義氏 高橋 隆 浦河 岡本牧場 ４８０± ０１：０９．３� ８１．４�
３６ コアレスソニック 	５黒鹿 ５７

５６ ☆北村 友一小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４５２＋ ８１：０９．７２� １４．５�
４８ エーシンビーエル 牡４鹿 ５７ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２６－ ６１：０９．９１� １０．１�
４７ セレブラール 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４７８－ ２ 〃 アタマ １２．７�
２３ ハッピームード 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 克典吉田 照哉氏 須貝 彦三 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：１０．０クビ ３６．１	
６１２ シルクゾディアック 牡５青鹿５７ 安藤 光彰有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ２０．４

６１１ メイショウモア 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一松本 好雄氏 増本 豊 静内 増本牧場 ４５４＋ ２１：１０．１� ４７．７�
２４ テイエムカチボシ 牡６鹿 ５７

５４ ▲田中 健竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３２．９�
８１６ シゲルダイノウカイ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４８２－ ２ 〃 ハナ １１．２
５１０ アドマイヤフッキー 牝５栗 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ６１：１０．２クビ １１．６�
７１３ コアレスパレード 牡９青鹿５７ 梶 晃啓小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４７６－ ４１：１０．４１
 ２７０．２�
８１８ テイエムオペレッタ 牝４黒鹿５５ 小林 徹弥竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 ４６６＋ ２１：１０．６１� ４１．０�
５９ � ヤクモソニック 牡７黒鹿５７ 秋山真一郎小倉 正夫氏 増本 豊 八雲 山崎牧場 ４９４＋１２１：１０．７� ２４０．４�
７１５ チアズウイナー 牡４栗 ５７ 武 豊北村キヨ子氏 本田 優 新冠 武田牧場 ４６２＋１０１：１０．９１� ３２．５�
１２ テイエムクリスタル 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 早来 ノーザンファーム ４９４－１８１：１１．４３ ６３．０�
７１４� リトルホープ 牝６栗 ５５

５２ ▲船曳 文士加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 モリナガファーム ４４４± ０１：１１．６１
 ６５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，９１４，４００円 複勝： ４６，２１５，０００円 枠連： ５３，６６４，０００円

普通馬連： １９３，１７８，２００円 馬単： １２３，１７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，９６７，４００円

３連複： ２１５，５２８，４００円 ３連単： ４９４，００８，８００円 計： １，２１３，６４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １，４１０円 枠 連（１－８） ４００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４，３８０円 �� ７，３３０円

３ 連 複 ��� ２１，５９０円 ３ 連 単 ��� ７９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３７９１４４ 的中 � １０２２９８（１番人気）
複勝票数 計 ４６２１５０ 的中 � １１１９７８（１番人気）� ８４５０２（２番人気）� ５３７３（１６番人気）
枠連票数 計 ５３６６４０ 的中 （１－８） ９９１１５（１番人気）
普通馬連票数 計１９３１７８２ 的中 �� ２２７４２９（１番人気）
馬単票数 計１２３１７１３ 的中 �� ８３４３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９９６７４ 的中 �� ５９０６５（１番人気）�� ２５００（４８番人気）�� １４８１（７３番人気）
３連複票数 計２１５５２８４ 的中 ��� ７３６８（６４番人気）
３連単票数 計４９４００８８ 的中 ��� ４５７４（２１６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．１―１１．１―１２．０―１１．８―１２．３

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．１
３ ・（２，１７）－１２，４（１０，１５）（８，１４）（１，１６）－（７，１８）３，１３（９，５）６－１１ ４ ・（２，１７）－１２，４（１，１０，１５）（８，１６）（７，１４）（３，１８，５）１３，９，６，１１

勝馬の
紹 介

テイクザホーク �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００６．１２．９ 中山４着

２００４．２．１１生 牡４鹿 母 テイクマイハート 母母 ビューチフルロマン １６戦３勝 賞金 ５２，３１５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アインカチヌキ号・アリダーチャーム号・イカガデスカ号・カシノテンカ号・クレバージェフリー号・

スマートカイザー号・ビンチェロ号・ファインドロップ号



（２０中京２）第３日 ５月３１日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９９，５１０，０００円
２，１３０，０００円
１０，７００，０００円
２，８５０，０００円
３３，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８５８，０００円
５，１７７，０００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
３７８，１４９，１００円
５１７，４９３，５００円
３９９，７６３，８００円
１，８２１，４１８，７００円
１，２５９，９２１，０００円
４６６，８９４，３００円
２，１７５，３９５，７００円
２，９３１，２００，２００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 ９，９５０，２３６，３００円

総入場人員 ２２，０６６名 （有料入場人員 ２０，３６１名）




