
１６０１３ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （芝・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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

６１２ タニノスバル 牝３芦 ５４ 木村 健谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４４２＋ ６１：０８．８ １．７�
（兵庫）

６１１ オートクチュール 牝３栗 ５４ 川田 将雅�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６２＋ ２１：０９．１１� ４．３�

３６ マジカルレッド 牝３鹿 ５４ 池添 謙一海谷 幸司氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０１：０９．５２� １２．８�
５１０ プリティファイナル 牝３芦 ５４ 浜中 俊小園 孝一氏 領家 政蔵 鹿児島 小園 孝一 ４１８－１０ 〃 ハナ ５３．８�
２４ コートスター 牝３鹿 ５４ 幸 英明大迫久美子氏 北出 成人 新冠 村上 欽哉 ３９８＋ ２１：０９．９２� ９７．３�
５９ ハギノハニー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司安岡美津子氏 松田 国英 浦河 村下 明博 ４２６－ ６ 〃 クビ ２５．６�
３５ メメミルキッシュ 牝３栗 ５４ 安藤 光彰本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４３６＋１０１：１０．０� ２１５．５	
４８ スエヒロブリリアン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫
みどり住宅 福永 甲 新冠 ヒノデファーム ４３８＋ ６１：１０．１クビ １６．０�

（愛知）

８１６ エアガルニエ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 
ラッキーフィールド松永 幹夫 平取 稲原牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ １１．７�
７１５ テイエムフラメンコ 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４５４± ０１：１０．２� ７４．６
７１４ ディアハニー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４３０＋２４１：１０．３� ９５．８�
１２ カズノキャノン 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大�中山牧場 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４６０ ―１：１０．４クビ ７６．４�
１１ ビコーアジリティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 浦河 ミルファーム ４３６ ―１：１０．６１� ２０．２�
４７ カラーカトレア 牝３鹿 ５４ 吉田 稔�イクタ 川村 禎彦 むかわ フラット牧場 ４４２＋１８１：１０．８１� １８６．３�

（愛知）

７１３ メイショウキャラ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４１４－ ４ 〃 アタマ １１２．３�
８１８ クリスタルブリーズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介有限会社シルク梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：１１．１１� １８４．４�
８１７ タガノメノウ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４＋１８１：１１．３１� ３００．４�
２３ イーストソフィー 牝３鹿 ５４ 生野 賢一東 哲次氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B４７６＋１２１：１１．６２ １５８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，００４，６００円 複勝： ２４，９２４，６００円 枠連： １４，１３９，９００円

普通馬連： ３５，５５２，４００円 馬単： ３０，８３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８４６，６００円

３連複： ４９，２１１，２００円 ３連単： ８３，３６７，９００円 計： ２６３，８７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（６－６） ３３０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １２００４６ 的中 � ５８３７１（１番人気）
複勝票数 計 ２４９２４６ 的中 � １５５５７４（１番人気）� ２８５３９（２番人気）� ９４５０（５番人気）
枠連票数 計 １４１３９９ 的中 （６－６） ３２１３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５５５２４ 的中 �� ８０２３６（１番人気）
馬単票数 計 ３０８３０７ 的中 �� ４６１６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８４６６ 的中 �� ２５８０１（１番人気）�� ７９１４（４番人気）�� ４１８５（９番人気）
３連複票数 計 ４９２１１２ 的中 ��� ３０２７５（３番人気）
３連単票数 計 ８３３６７９ 的中 ��� ２０７３３（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．２―１１．５―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．３―４５．８―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノスバル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シャーディー デビュー ２００８．１２．１３ 阪神２着

２００６．４．１４生 牝３芦 母 タニノマウナケア 母母 タニノターゲット ７戦１勝 賞金 １２，２００，０００円
〔制裁〕 タニノスバル号の騎手木村健は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・５番への進路影響）
※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。



１６０１４ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

６１２ クリスタルネージュ 牡３芦 ５６ 酒井 学林 進氏 西園 正都 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ２１：４６．８ ５７．２�

３６ レッドファング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ ２３．８�
７１４ ダノンエクスプレス 牡３栗 ５６ 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ４１：４７．０１� ２．０�
８１５ リバートップガン 牡３栗 ５６ 赤木高太郎河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４１６＋ ２１：４７．１� ２７７．６�
１１ メイショウシンドウ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８２－ ２１：４７．６３ ３．１�
２４ マッキーガリウム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４４８－１２ 〃 クビ ３０．１�
８１６ キタサンエンペラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二	大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４８６－１０１：４８．３４ ２７．６

４７ ツルマルマジック 牡３鹿 ５６ 幸 英明鶴田 任男氏 橋口弘次郎 新ひだか 谷山 和喜 ４３４ ― 〃 アタマ １９４．０�
１２ インテネブリス 牡３黒鹿５６ 小牧 太 	社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２０± ０１：４８．５１� ６．９�
３５ ヨドノホープ 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰海原 聖一氏 藤岡 範士 平取 高橋 啓 ４７０＋ ４１：４８．６クビ １９７．８
５１０ オウドウリーチ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史	�昭牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ５０２－ ２１：４９．０２� ６２．７�
２３ メイショウイーガー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 ４５４－ ８１：４９．１� １３９．５�
５９ ド ラ ク ロ ワ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 松田 博資 追分 追分ファーム ５９４ ―１：４９．２クビ １１．０�
７１３ テイエムパワフル 牡３栗 ５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 門別 浜本牧場 ５４２－ ６１：４９．６２� ７８．８�
４８ ランドロケット 牡３鹿 ５６ 高野 容輔木村 善一氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４９２＋ ２１：５０．５５ ４８１．９�
６１１ カネトシクローバー 牝３栗 ５４ 吉田 稔兼松 昌男氏 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４５０－ ４１：５３．１大差 １２１．６�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２８６，３００円 複勝： ２５，５０４，３００円 枠連： １３，８５５，０００円

普通馬連： ３９，５２５，８００円 馬単： ３５，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４３８，０００円

３連複： ５５，０７３，３００円 ３連単： ８７，５６１，１００円 計： ２８７，２７３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７２０円 複 勝 � １，２７０円 � ４１０円 � １１０円 枠 連（３－６） １４，１７０円

普通馬連 �� ５３，７３０円 馬 単 �� １２３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，５００円 �� ２，０８０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２８，６５０円 ３ 連 単 ��� ４９７，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５２８６３ 的中 � ２１０７（８番人気）
複勝票数 計 ２５５０４３ 的中 � ２８２９（９番人気）� １０１０２（５番人気）� １２２６９７（１番人気）
枠連票数 計 １３８５５０ 的中 （３－６） ７２２（２５番人気）
普通馬連票数 計 ３９５２５８ 的中 �� ５４３（６０番人気）
馬単票数 計 ３５０２９４ 的中 �� ２１０（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４３８０ 的中 �� ３８２（５３番人気）�� １７９９（１９番人気）�� ５９２０（５番人気）
３連複票数 計 ５５０７３３ 的中 ��� １４１９（６３番人気）
３連単票数 計 ８７５６１１ 的中 ��� １３０（６８３番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．３―１１．４―１３．１―１２．９―１２．８―１２．５―１２．７―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．９―２９．３―４２．４―５５．３―１：０８．１―１：２０．６―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クリスタルネージュ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．４．１８ 阪神７着

２００６．４．２６生 牡３芦 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシクローバー号は，平成２１年６月２４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） ２頭 キーネプチューン号・ミラクルフェイマス号
※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。



１６０１５ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第３競走 ��２，８００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：００．３良

８１３ メジロスパイダー 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４８６－ ２３：００．６ ５．９�

８１４ アイアングリーン 牡４鹿 ５９ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６３：０１．６６ ８．０�
４６ テイエムノブシオー 牡６栗 ６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 ５００－１８３：０１．８１� ９．７�
７１１ スリープレアデス 牡７鹿 ６０ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７４－ ２３：０２．０１� ２４．４�
３３ � ドリームストライド 牡４鹿 ５９ 熊沢 重文セゾンレースホース� 飯田 雄三 英 Cheveley Park

Stud Ltd ５０４± ０３：０２．６３� ６．６�
４５ エメラルドワン 牡４青鹿５９ 今村 康成中野芳太郎氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４７２± ０３：０３．２３� ５７．７	
７１２ ヤマカツマドンナ 牝５黒鹿５８ 植野 貴也山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４９４－ ２３：０４．３７ ３４．２

３４ メイショウアンドレ 牡６栗 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５４６－ ４３：０４．６２ ４．２�
６９ メイショウセレット 牡７栗 ６０ 菊地 昇吾松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９２－ ６３：０５．８７ ２４．７�
２２ バクシンミノル 牡４鹿 ５９ 南井 大志吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ４９４＋ ２３：０６．４３� ６９．６
１１ メイショウデイジー 牝４鹿 ５７ 仲田 雅興松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４４６＋ ４３：０６．７１� １１１．５�
５８ 	 テイエムライダー 牡４鹿 ５９ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６８＋ ４３：１０．０大差 １３３．４�
５７ テイエムソンゴクウ 牡３芦 ５８ 佐久間寛志竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 鎌田 正嗣 ４８８－ ８３：１２．１大差 ８９．８�
６１０ ゴールデンカイザー 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４７２－ ２ （競走中止） ３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，９７０，３００円 複勝： １２，８３５，４００円 枠連： １４，０４４，３００円

普通馬連： ３０，８９０，５００円 馬単： ２３，７８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５９３，６００円

３連複： ４５，４７９，９００円 ３連単： ６８，４０９，５００円 計： ２１７，００９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ２４０円 � ３５０円 枠 連（８－８） １，６８０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ８９０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ６，３４０円 ３ 連 単 ��� ３０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ９９７０３ 的中 � １３３８９（３番人気）
複勝票数 計 １２８３５４ 的中 � １８３０７（３番人気）� １４４４０（４番人気）� ８６３２（６番人気）
枠連票数 計 １４０４４３ 的中 （８－８） ６１７１（６番人気）
普通馬連票数 計 ３０８９０５ 的中 �� １４５５７（８番人気）
馬単票数 計 ２３７８６２ 的中 �� ６０２１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５９３６ 的中 �� ５５３３（６番人気）�� ３２０１（１０番人気）�� ２２８４（１４番人気）
３連複票数 計 ４５４７９９ 的中 ��� ５２９５（２０番人気）
３連単票数 計 ６８４０９５ 的中 ��� １６７６（９６番人気）

上り １マイル １：４３．４ ４F ５０．１－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロスパイダー �
�
父 メジロディザイヤー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００４．７．１１ 函館４着

２００２．４．１７生 牡７鹿 母 メジロダルメシアン 母母 メジロチエイサー 障害：５戦１勝 賞金 １１，３６０，０００円
〔競走中止〕 ゴールデンカイザー号は，２周目１号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



１６０１６ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１２ ディアマジェスティ 牡３黒鹿５６ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４４８－ ８１：４７．１ ７．２�

５９ スナークツバサ 牡３芦 ５６ 赤木高太郎杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド ４８２－ ６ 〃 ハナ ２４．９�
２４ テイケイメルベイユ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 北光牧場 ４９４－ ６１：４７．５２� ４５．０�
４７ ゴールデンローズ 牡３鹿 ５６ 田中 克典�協栄 松永 昌博 静内 見上牧場 ５１０－ ４１：４８．２４ ３５．１�
８１５ ド レ ッ シ ー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �ガーベラパークスタッド 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５８＋ ２１：４８．３� ９．１�
７１３ サンライズゲイリー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 様似 清水スタッド ５０４－ ６ 〃 アタマ １８．２	
３６ オモイノママニ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫西村新一郎氏 境 直行 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８－ ４１：４８．７２� ８．２


（愛知）

８１６ エーティーバッハ 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 木原 一良 静内 千代田牧場 ４３０＋ ６１：４９．０１� １６０．４�
５１０ ダ ノ ン ロ ゼ 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４１：４９．１� ２．７�
４８ ピサノロンドフォル 牝３鹿 ５４ 吉田 稔市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３８± ０１：４９．３１� ６１．６
（愛知）

３５ ワンズターン 牡３鹿 ５６ 木村 健下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４５８＋ ６１：４９．４� １８７．１�
（兵庫）

７１４ マックスコヒヌール 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ３．９�
６１２ シルクパイレーツ 牡３芦 ５６ 浜中 俊有限会社シルク村山 明 日高 ヤナガワ牧場 ５００－ ２１：４９．９３ ２３．２�
２３ トップハヤブサ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 谷口牧場 ５０２－ ８ 〃 クビ ２７．６�
１１ フミノフライト 牡３栗 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ５１４ ―１：５０．４３ １０６．７�
６１１ ビーグロウリアス 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 森 笹川大晃牧場 ４６０－ ８１：５１．１４ ２７０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６５３，７００円 複勝： １６，９３５，９００円 枠連： １４，６５７，６００円

普通馬連： ４３，２８３，６００円 馬単： ３０，４１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２７８，４００円

３連複： ５６，８６４，６００円 ３連単： ８６，６５３，９００円 計： ２７６，７４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � ６９０円 � １，０１０円 枠 連（１－５） ８４０円

普通馬連 �� ５，８６０円 馬 単 �� １２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ２，８４０円 �� ７，４００円

３ 連 複 ��� ７３，５００円 ３ 連 単 ��� ３２４，６３０円

票 数

単勝票数 計 １２６５３７ 的中 � １３９９１（３番人気）
複勝票数 計 １６９３５９ 的中 � ２５６１５（３番人気）� ５８７４（８番人気）� ３８５１（１１番人気）
枠連票数 計 １４６５７６ 的中 （１－５） １２８８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３２８３６ 的中 �� ５４５６（２２番人気）
馬単票数 計 ３０４１５２ 的中 �� １８５５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２７８４ 的中 �� ２０６０（２１番人気）�� １３２６（３５番人気）�� ５００（５８番人気）
３連複票数 計 ５６８６４６ 的中 ��� ５７１（１５９番人気）
３連単票数 計 ８６６５３９ 的中 ��� １９７（７６８番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１１．９―１３．５―１２．８―１２．５―１２．８―１３．１―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．６―２９．５―４３．０―５５．８―１：０８．３―１：２１．１―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡３黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 テイケイメルベイユ号の騎手熊沢重文は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番・２番・１５番への進路影響）
※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 メイショウアッチラ号
（非抽選馬） １頭 シュンリキ号
※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。



１６０１７ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

８１５ ヤマカツゴールド 牡３栗 ５６ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４３６± ０１：４６．８ ８．８�

１１ パープルタイヨー 牡３鹿 ５６ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４２８－ ４１：４７．０１� ７．３�
５９ キングウェールズ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－ ８１：４７．２１ ４．７�
（愛知）

４７ ゴールデンゴール 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 三好牧場 ４３６＋ ４１：４７．３� ３．７�
２４ ワールドロレックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：４７．４� ３．８�
５１０ メイショウケンロク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５００－ ４１：４７．９３ １８．８�
７１４ トウケイビクトリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介木村 信彦氏 清水 出美 静内 田原橋本牧場 ５１８－ ６１：４８．０クビ １１．５�
４８ カシノスフィンクス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４４６＋ ６１：４８．１� ３１６．６	
６１１ マルブツロック 牡３栗 ５６ 木村 健大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４４６－ ８ 〃 ハナ ２３．１


（兵庫）

６１２ スプリングカエサル 牡３黒鹿 ５６
５４ △田中 健加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６２－ ２１：４８．２� １０１．８�

１２ ヴ ァ ル ハ ラ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 クビ ３０．８
８１６ ク ン チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ８１：４８．８３� ９２．２�
７１３ タイトーキャップ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文後藤 進氏 木原 一良 浦河 浦河日成牧場 ４２６－ ２１：４９．０１ １５６．１�
２３ ナンゴクミラクル 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫渡 義光氏 武 宏平 新冠 村上 欽哉 ４６０－１０１：４９．３２ ２１２．１�

（愛知）

３６ ドリームバンブー 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４２６＋１４１：４９．７２� ２１３．７�
３５ シルキーブリス 牝３栗 ５４ 赤木高太郎有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４４０－１４１：５０．１２� ２１０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２６０，４００円 複勝： ２３，３１７，１００円 枠連： １２，８６０，０００円

普通馬連： ４４，５３９，３００円 馬単： ３１，０７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４４３，１００円

３連複： ５６，２６３，１００円 ３連単： ８７，１３１，６００円 計： ２８５，８８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２７０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（１－８） １，９５０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ８７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，０７０円 ３ 連 単 ��� ３０，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４２６０４ 的中 � １２８９８（５番人気）
複勝票数 計 ２３３１７１ 的中 � ２０４９４（５番人気）� ３２６２８（４番人気）� ３４８５６（３番人気）
枠連票数 計 １２８６００ 的中 （１－８） ４８９１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４４５３９３ 的中 �� １４５０９（９番人気）
馬単票数 計 ３１０７３０ 的中 �� ４４３３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４４３１ 的中 �� ５０２９（９番人気）�� ４６２６（１１番人気）�� ６９０９（６番人気）
３連複票数 計 ５６２６３１ 的中 ��� １０２２７（１３番人気）
３連単票数 計 ８７１３１６ 的中 ��� ２１３０（９５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１２．２―１２．４―１２．１―１２．０―１１．８―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２２．８―３５．０―４７．４―５９．５―１：１１．５―１：２３．３―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．３
１
３

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

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

ヤマカツゴールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．９．２７ 阪神４着

２００６．３．２生 牡３栗 母 バルミーウインド 母母 シングルホーク １０戦１勝 賞金 １３，４５０，０００円
〔制裁〕 ヤマカツゴールド号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※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 ブローヒッター号
※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。



１６０１８ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

３５ バンドゥロンシャン 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：４５．９ ２．０�

７１３ ウィアーザスター 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４４２＋ ２１：４６．５３� ２４．２�
８１５ スマイルミッキー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ６８．０�
１１ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３０．０�
１２ � スマートスパイダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大川 徹氏 松田 国英 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５１４－ ４１：４６．６クビ １６．９�
６１２ キシュウグラシア 牝３黒鹿５４ 幸 英明木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６８－ ２１：４７．２３� ４．４	
６１１ オーゴンシャトル 牡３栗 ５６ 石橋 守永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４８０± ０１：４７．７３ １６．２

２４ シルバービート 牝３芦 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８６＋１０１：４７．９１� ７．６�
４７ クレージュハクユウ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔伊藤 博文氏 武 宏平 新冠 越湖牧場 ４７６－ １ 〃 クビ １３９．３�

（愛知）

５９ 	 シツジツゴウケン 牡３芦 ５６ 熊沢 重文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８＋ ４１：４８．０クビ １２．４
８１６ スズカルネッサンス 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５２８＋ ４１：４８．７４ ２８．４�
３６ 	 エーシンタウォーズ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４６－１７１：４８．８
 １１３．６�
５１０ フレーバーティー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：４８．９クビ ２９．４�
２３ ウォリナーイモン 牡３黒鹿５６ 酒井 学井門 敏雄氏 柴田 光陽 門別 坂 牧場 ４８４＋ ４１：４９．０� ２５８．６�
７１４� ジツリキテイオー 牡３鹿 ５６ 木村 健河合實貴男氏 田中 範雄 日高 大矢牧場 ４３６＋１２１：４９．４２� ２２４．６�

（兵庫） （兵庫）

４８ � グランドオアシス 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫上田 力氏 安部 弘一 静内 グランド牧場 ４０４＋ ２１：５０．２５ ４４６．２�
（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５５２，４００円 複勝： ２２，５５８，２００円 枠連： １６，６６１，９００円

普通馬連： ５３，４３７，７００円 馬単： ３９，８２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６７２，０００円

３連複： ６６，０６１，６００円 ３連単： １１０，３９９，１００円 計： ３４５，１６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ４００円 � １，１００円 枠 連（３－７） １，５５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ２，０２０円 �� ８，１４０円

３ 連 複 ��� ２２，９８０円 ３ 連 単 ��� ７０，９８０円

票 数

単勝票数 計 １７５５２４ 的中 � ７２１９４（１番人気）
複勝票数 計 ２２５５８２ 的中 � ８１０７０（１番人気）� １１１０９（６番人気）� ３４８２（１１番人気）
枠連票数 計 １６６６１９ 的中 （３－７） ７９５２（７番人気）
普通馬連票数 計 ５３４３７７ 的中 �� ２４０４５（５番人気）
馬単票数 計 ３９８２３５ 的中 �� １３３４２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６７２０ 的中 �� ６９５０（５番人気）�� ２２４７（２４番人気）�� ５４０（５７番人気）
３連複票数 計 ６６０６１６ 的中 ��� ２１２２（６６番人気）
３連単票数 計１１０３９９１ 的中 ��� １１４８（２０９番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．６―１１．０―１３．１―１２．７―１２．５―１３．１―１３．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．６―２８．６―４１．７―５４．４―１：０６．９―１：２０．０―１：３３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．０
１
３
１２（１０，１６）＝（２，５，１３）９－３，６，１，１５，４（７，１１）１４－８
１２，１６（１０，２）（９，１３，５）－（１５，１１）１－６（３，７）－（１４，４）－８

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

勝馬の
紹 介

バンドゥロンシャン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２３ 京都４着

２００６．３．２３生 牡３栗 母 エアシャロン 母母 エ コ ル シ ユ ８戦２勝 賞金 １６，９５０，０００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 アローベアタキオン号・イズミコマンダー号・シンゼンオオジ号・テイエムリュウジン号・パルクエスト号
※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。



１６０１９ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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

６１２ ユ メ イ ッ ポ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８４－ ２１：０８．３ ３．０�

６１１ ラッキーバニヤン 牡４栗 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ３．２�
８１７ ビビッドビビアン 牝４芦 ５５ 石橋 守 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４５４＋１０１：０８．６１� ５６．３�
７１４ サトノウインク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５４＋ ４１：０８．８１� １８．７�
５１０	 ハートランドノリカ 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４５２＋１２１：０８．９� ３９１．６�
７１３
 セ レ ス マ ン 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Audley Farm ５０６＋ ２ 〃 ハナ １９０．０�
８１８	 ファンドリキセキ 牡４青鹿５７ 池添 謙一水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 佐々木 恵一 ４８４－ ２ 〃 ハナ ３５．７	
５９ 	 ステラクッキー 牝５芦 ５５ 生野 賢一冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４３４－ ４１：０９．０� ７３．９

２３ 
	 デュークデビル 牡５鹿 ５７ 和田 竜二吉田 好雄氏 天間 昭一 愛 River

Downs Stud ４９４± ０１：０９．１� ８．５�
８１６
 リ ヴ ザ ル ト 牡４黒鹿５６ 吉田 稔里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５６０－ ４１：０９．２クビ ５．４�

（愛知）

７１５	 ホクザンヴィアンド 牝４鹿 ５５
５２ ▲国分 恭介木本 弘孝氏 梅田 康雄 門別 田中 元寿 ４２２－ ９ 〃 ハナ ２９３．７

３６ セゾンシチー 牡４鹿 ５７ 木村 健 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 浦河 駿河牧場 ４５６－１０１：０９．３� １７．９�
（兵庫）

２４ ツインズメモリー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４６６± ０１：０９．４� ６１．８�
１１ キタサンコンバット 牡５黒鹿５７ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５０６－ ２１：０９．５� ２５．１�
３５ ポールシャトル 牡５栗 ５７ 柴原 央明宮原 廣伸氏 昆 貢 静内 グランド牧場 ５２６－ ８１：０９．６� ９５．８�
４８ ファイナルファイト 牡４栗 ５７

５５ △田中 健�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７２＋ ６１：０９．７� ２７．７�
４７ 	 リッカブレーブ 牡５鹿 ５７ 幸 英明立花 幸雄氏 須貝 尚介 厚真 阿部 栄乃進 ４５４＋ ２１：１０．５５ ６１．３�
１２ アルファトリリオン 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫�貴悦 松永 昌博 新冠 秋田牧場 ４６４＋ ８１：１０．９２� １２７．４�

（愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，０３５，０００円 複勝： ２７，９９６，６００円 枠連： ２１，０７７，７００円

普通馬連： ６０，１７１，６００円 馬単： ４０，３７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５４２，３００円

３連複： ７５，３６７，７００円 ３連単： １２５，３４８，９００円 計： ３８８，９１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ９１０円 枠 連（６－６） ４６０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２，５５０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ６，３２０円 ３ 連 単 ��� ２５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １８０３５０ 的中 � ４８５１０（１番人気）
複勝票数 計 ２７９９６６ 的中 � ８９０４０（１番人気）� ５７１４８（２番人気）� ４３８７（１１番人気）
枠連票数 計 ２１０７７７ 的中 （６－６） ３４２６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ６０１７１６ 的中 �� １０３２１１（１番人気）
馬単票数 計 ４０３７９２ 的中 �� ３２１６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５４２３ 的中 �� ２９６８６（１番人気）�� １７１５（２７番人気）�� １８８４（２５番人気）
３連複票数 計 ７５３６７７ 的中 ��� ８８１０（１５番人気）
３連単票数 計１２５３４８９ 的中 ��� ３６６３（５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．１―１１．６―１２．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．３―４４．９―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ ・（１，２，７）（６，３，１２）－（５，１３）（１１，１８）１４（４，９）１０，１５（８，１７）１６ ４ １（２，７）（６，３，１２）５（１１，１３）１８，１４，９（４，１０）（１５，１７）－（８，１６）

勝馬の
紹 介

ユ メ イ ッ ポ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Catrail デビュー ２００７．１２．９ 阪神２着

２００５．４．１生 牝４栗 母 レディキャッツアイ 母母 Often １４戦２勝 賞金 ２９，６６２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ヴェンティ号・カレンナサクラ号・ドリームガールズ号・プロミスフェアー号・メジロアースラ号
（非抽選馬） ４頭 ケイエスバウアー号・サンタナイト号・シーワンダフル号・ヤマカツマリリン号
※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。



１６０２０ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第８競走 ��
��２，０００�ぶっぽうそう特別

発走１４時１５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：５６．９
１：５６．４

良

良

２２ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６－ ２１：５９．４ ３．５�

３３ カネトシコンジョオ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８０＋１２１：５９．６１ ８．５�
７７ スイートマトルーフ 牝３青鹿５４ 池添 謙一和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４６２－１０２：００．０２� １３．７�
８８ エルジャンクション 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ６２：００．１クビ １３．１�
４４ アドマイヤアゲイン 牡３青鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ １９．９�
８９ フォゲッタブル 牡３黒鹿５６ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６２：００．４２ ３．３	
５５ テーオーティアラ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８２：００．９３ ３．２

１１ パルクエスト 牝３鹿 ５４ 木村 健木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４８８－ ６２：０１．２１� ６６．５�

（兵庫）

６６ レ ッ ド ア イ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：０１．３� ４９．２�
（愛知）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，８００，４００円 複勝： ２６，４５４，９００円 枠連： １４，５１２，３００円

普通馬連： ６４，２４１，０００円 馬単： ５２，７０３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６０８，２００円

３連複： ７３，９５６，３００円 ３連単： １９６，５１８，９００円 計： ４７０，７９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ３４０円 枠 連（２－３） １，１２０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５３０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １３，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２３８００４ 的中 � ５４５４６（３番人気）
複勝票数 計 ２６４５４９ 的中 � ６３０１１（２番人気）� ２８６３９（４番人気）� １６４２６（６番人気）
枠連票数 計 １４５１２３ 的中 （２－３） ９６３９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４２４１０ 的中 �� ４０３０６（４番人気）
馬単票数 計 ５２７０３２ 的中 �� １９８５７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６０８２ 的中 �� １３６５９（４番人気）�� ８７４０（７番人気）�� ４２０３（１５番人気）
３連複票数 計 ７３９５６３ 的中 ��� １７８４２（１３番人気）
３連単票数 計１９６５１８９ 的中 ��� １１１３８（４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１０．９―１２．９―１２．７―１２．６―１２．６―１１．８―１１．５―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．０―４６．９―５９．６―１：１２．２―１：２４．８―１：３６．６―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．６
１
３
８（３，５）９，４（１，７）－２－６
８（３，５，９）（１，４，７）－２－６

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

勝馬の
紹 介

トップゾーン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．８．３０ 札幌３着

２００６．５．２０生 牡３鹿 母 レッドストリーム 母母 マチカネエルベ １０戦２勝 賞金 ２５，３９４，０００円
※パルクエスト号は，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。



１６０２１ ５月２４日 曇 良 （２１中京３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�パールステークス

発走１４時５０分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４４ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４± ０１：４６．０ ４．７�

８１２ タガノティアーズ 牝５鹿 ５５ 橋本 美純八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４４８± ０ 〃 クビ ７．９�

６９ アメジストリング 牝５黒鹿５５ 木村 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８２－ ６１：４６．２１� ４３．６�
（兵庫）

７１０ マルティンスターク 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４１：４６．３� ７．３�
７１１ メイショウベルーガ 牝４芦 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９２＋１２１：４６．４� ３．６�
６８ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 吉田 稔本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ５４．９�

（愛知）

３３ フォーチュンワード 牝４黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５００＋ ６１：４６．５� １３．２	
４５ クィーンスプマンテ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 
グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：４６．７１ ４．６�
１１ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４６０＋ ４１：４６．８� １３．６�
８１３ ニホンピロコナユキ 牝５栗 ５５ 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６６＋ ４ 〃 クビ ５２．４
５７ スペシャルフロート 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ２３．６�
２２ シゲルエスペレ 牝４黒鹿５５ 黛 弘人森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 平成ファーム ４９２＋１６１：４７．１２ ３５．９�
５６ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 安部 幸夫上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４５０－ ６１：４８．６９ １６９．２�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，２８７，７００円 複勝： ３４，１２７，７００円 枠連： ２５，５３３，４００円

普通馬連： ９９，６７９，４００円 馬単： ５９，８３９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５６９，９００円

３連複： １１８，５１０，８００円 ３連単： ２２４，８８３，４００円 計： ６１４，４３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � ７００円 枠 連（４－８） ７００円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ２，２３０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� ２３，４２０円 ３ 連 単 ��� ７８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２３２８７７ 的中 � ３９７１１（３番人気）
複勝票数 計 ３４１２７７ 的中 � ５４３９０（３番人気）� ３７２９３（５番人気）� １０３３５（９番人気）
枠連票数 計 ２５５３３４ 的中 （４－８） ２７１８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９９６７９４ 的中 �� ４０３３６（８番人気）
馬単票数 計 ５９８３９５ 的中 �� １２９２４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５６９９ 的中 �� ９６９３（８番人気）�� ３０９３（３１番人気）�� １９７８（４２番人気）
３連複票数 計１１８５１０８ 的中 ��� ３７３６（７８番人気）
３連単票数 計２２４８８３４ 的中 ��� ２１１９（２６８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１２．４―１２．４―１２．１―１２．１―１１．６―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．４―３４．８―４７．２―５９．３―１：１１．４―１：２３．０―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェディングフジコ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．１４ 中山１４着

２００４．４．８生 牝５黒鹿 母 ウェディングハニー 母母 ヘイアンパール ３０戦４勝 賞金 ８４，７１１，０００円
※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。



１６０２２ ５月２４日 晴 良 （２１中京３）第２日 第１０競走 ��
��２，３００�第２６回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３０分 （ダート・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５１�４歳以上５７�，牝馬２�
減，２０．５．２４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，２０．５．２３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）

東海テレビ杯・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００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

２：２２．３
２：２２．３

重

重

７１４ ワンダースピード 牡７黒鹿５８ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４８０－ ４２：２３．７ ４．２�

８１６ アロンダイト 牡６黒鹿５８ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５６４± ０２：２３．９１� ９．３�
２４ ボ ラ ン タ ス 牡５栗 ５７ 池添 謙一齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２２：２４．０クビ １２．４�
８１５ マコトスパルビエロ 牡５芦 ５７ 安部 幸夫眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１４－ ４２：２４．２１� ２１．２�

（愛知）

４８ エスケーカントリー 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ５１２－ ４２：２４．５２ １６．９�
１２ ク リ ー ン 牡５鹿 ５７ 生野 賢一小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６００－ ４２：２４．９２� １６０．４�
４７ エプソムアーロン 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４８８－１２２：２５．０� １５４．０

６１１ メイショウトウコン 牡７黒鹿５８ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８－ ４２：２５．１	 １４．６�
７１３ アドマイヤスワット 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２２：２５．２クビ １２．５�
３５ ピサノエミレーツ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２２．９
５９ ロールオブザダイス 牡４栗 ５７ 木村 健 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０－ ２２：２５．３クビ ４９．７�

（兵庫）

２３ ヤマニンリュバン 牡４栗 ５７ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５３０＋１４ 〃 クビ ２８．７�
３６ 
 ミツアキタービン 牡９芦 ５７ 吉田 稔山本 光明氏 田口 輝彦 新冠 山内 鈴子 ５２２＋ １２：２５．４クビ ３２３．４�

（笠松） （愛知）

６１２ ネ イ キ ッ ド 牡５栗 ５７ 赤木高太郎前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ６２：２５．７１	 ４９．４�
１１ スターシップ 牡５芦 ５７ 幸 英明 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６０－ ２２：２６．１２� １１９．５�
５１０ ウォータクティクス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２２：２７．２７ ２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９１，９２４，７００円 複勝： １１３，８３１，１００円 枠連： ７７，６７４，０００円

普通馬連： ４５８，２３４，２００円 馬単： ２５９，５９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，４０８，６００円

３連複： ５３２，８５８，７００円 ３連単： １，１２５，７６１，６００円 計： ２，７７５，２８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ８８０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ７７０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ５，４８０円 ３ 連 単 ��� ２８，０６０円

票 数

単勝票数 計 ９１９２４７ 的中 � １７３３３７（２番人気）
複勝票数 計１１３８３１１ 的中 � ２５７０７７（２番人気）� ９１１２２（３番人気）� ８１５０５（４番人気）
枠連票数 計 ７７６７４０ 的中 （７－８） ６５７７７（２番人気）
普通馬連票数 計４５８２３４２ 的中 �� １８１３７９（５番人気）
馬単票数 計２５９５９１８ 的中 �� ５５１０４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５４０８６ 的中 �� ３８２０８（４番人気）�� ３７７７４（５番人気）�� １７３１１（１７番人気）
３連複票数 計５３２８５８７ 的中 ��� ７１８８３（１０番人気）
３連単票数 計１１２５７６１６ 的中 ��� ２９６１０（５７番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１２．３―１３．４―１２．８―１２．０―１３．７―１２．３―１２．３―１２．４―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．１―１７．９―３０．２―４３．６―５６．４―１：０８．４―１：２２．１―１：３４．４―１：４６．７―１：５９．１―２：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
�

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

勝馬の
紹 介

ワンダースピード �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００４．８．８ 小倉４着

２００２．３．１５生 牡７黒鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone ３３戦９勝 賞金 ３０８，５６１，０００円
［他本会外：６戦２勝］

※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 エリモエクスパイア号・クィーンオブキネマ号・ケアレスウィスパー号・ワキノエクセル号
※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。



１６０２３ ５月２４日 晴 良 （２１中京３）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

３４ テイエムカゲムシャ 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５００± ０１：０８．１ ３．３�

５９ カレンナサクラ 牝５栗 ５５ 吉田 稔北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ３９．４�
（愛知）

７１３ ビ ン チ ェ ロ 牡５黒鹿５７ 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 ４７６± ０ 〃 クビ １５．２�
１１ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 川田 将雅�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７６－ ２１：０８．３１� １７．６�
４６ メ イ カ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６２＋ ２ 〃 アタマ ２１．８�
３５ � コンゴウリュウオー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede
Farm Inc et al ４９８－ ４１：０８．５１� ２０．７	

８１５ マイネルプルート 牡５黒鹿５７ 安部 幸夫 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ ６９．３�

（愛知）

６１１ マルカベスト 牡４栗 ５７ 池添 謙一河長産業
 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４５２－１０ 〃 クビ ３．６�
２２ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ４１：０８．６クビ １６．５
５８ ゴッドスマイルユー 牡６芦 ５７ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０＋ ４１：０８．８１	 ５．０�
７１２
 カルパントラス 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介伊達 敏明氏 伊藤 大士 門別 サンシャイン

牧場 ４６０－１２１：０８．９クビ １６８．２�
６１０
 メイショウカーター 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８０＋ ８１：０９．０� ９．８�
４７ カーリアンダンス �５鹿 ５７ 北村 宏司伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４８６－ ８ 〃 クビ ４６．７�
２３ 
 トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４－ ８１：０９．３１� ４７．３�
８１４ トーホウヘレン 牝４栗 ５５ 秋山真一郎東豊物産
 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４４６－１０１：１１．０大差 ８１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，０４９，２００円 複勝： ４８，８４４，３００円 枠連： ３４，９００，８００円

普通馬連： １４６，３００，７００円 馬単： ８４，１９５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５２７，１００円

３連複： １７０，６１４，４００円 ３連単： ３４７，５８１，８００円 計： ９０５，０１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ９６０円 � ４５０円 枠 連（３－５） ７６０円

普通馬連 �� ８，０３０円 馬 単 �� １３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８８０円 �� １，１８０円 �� ５，１３０円

３ 連 複 ��� ３３，１１０円 ３ 連 単 ��� １６４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３００４９２ 的中 � ７２１０２（１番人気）
複勝票数 計 ４８８４４３ 的中 � １０８４２２（１番人気）� １０４８７（１１番人気）� ２４９３８（６番人気）
枠連票数 計 ３４９００８ 的中 （３－５） ３４１３５（３番人気）
普通馬連票数 計１４６３００７ 的中 �� １３４４８（２５番人気）
馬単票数 計 ８４１９５９ 的中 �� ４７３３（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５２７１ 的中 �� ３６０８（３２番人気）�� ９１５１（１４番人気）�� １９９９（５１番人気）
３連複票数 計１７０６１４４ 的中 ��� ３８０３（９５番人気）
３連単票数 計３４７５８１８ 的中 ��� １５６４（４６０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．６―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．３―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムカゲムシャ �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 コリムスキー デビュー ２００６．８．６ 小倉３着

２００４．４．２０生 牡５栗 母 ベラミスキー 母母 ベラミスポート ２８戦４勝 賞金 ７５，２４７，０００円
〔制裁〕 ビンチェロ号の騎手小牧太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・８番・６番への進路影響）
※カレンナサクラ号は，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。



１６０２４ ５月２４日 晴 良 （２１中京３）第２日 第１２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （ダート・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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

６１１ オーミプレシャス 牡４黒鹿５７ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４３６± ０１：４６．３ ３．９�
（愛知）

８１６ ベストルート 牡４栗 ５７ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２２．３�
７１３ アイソトープ 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７２－ ６ 〃 アタマ ２．６�
４８ メガロスバンダム 牡４鹿 ５７ 池添 謙一山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４８６－ ６１：４６．５１� ４１．１�
３５ サクラシザーズ 牡４鹿 ５７ 幸 英明�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 B４８４－ ２１：４６．７１� ４．８�
７１４ ブルーホリゾン 牡５鹿 ５７ 木村 健金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ２８．１	
（兵庫）

５９ � ト ラ ン プ 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４９８＋ ２１：４６．８クビ １５．２

３６ 	 フィールドウイナー 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５２０＋１６１：４７．１２ １６．５�

４７ � インダストリアル 牡４青鹿５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 橋口弘次郎 門別 中原牧場 ５２０－ ２１：４７．３１ ２２．９�
２３ � ファイトシーン 牡５黒鹿５７ 吉田 稔村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５８－ ４１：４７．８３ １７．１

（愛知）

２４ アンクルトップ 牡４栗 ５７ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６０－ ８ 〃 ハナ １６６．０�
１２ � サクラアメージング 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�さくらコマース村山 明 静内 谷岡牧場 ５３８＋１４１：４８．１２ ４７．６�
８１５� カシノマルス 牡４鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 門別 竹島 幸治 ５１４－１１１：４８．４１
 ６２．５�
５１０ ニシオハンセル 牡５栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７０＋ ２１：４８．７２ ４６．３�
６１２ シークレットハート 牡４栗 ５７ 小林 徹弥平井 裕氏 谷 潔 新冠 パカパカ

ファーム B５２０＋ ８１：５０．０８ ８３．１�

（１５頭）
１１ � シゲルアマル 牡４栗 ５７ 橋本 美純森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 バンダム牧場 ５３０± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４７，２７９，５００円 複勝： ６０，５８４，１００円 枠連： ５１，０９２，４００円

普通馬連： １８８，１６９，５００円 馬単： １１６，３７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，２０６，３００円

３連複： ２３６，０７３，６００円 ３連単： ５１１，９８４，２００円 計： １，２６９，７６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � １３０円 枠 連（６－８） ３，３００円

普通馬連 �� ４，３６０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ２６０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� ２３，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４７２７９５（返還計 ２４９３） 的中 � ９５８５８（２番人気）
複勝票数 差引計 ６０５８４１（返還計 ４３１４） 的中 � １０９８４９（２番人気）� ２６７９７（７番人気）� １６８９９０（１番人気）
枠連票数 差引計 ５１０９２４（返還計 ６７８） 的中 （６－８） １１４４２（１４番人気）
普通馬連票数 差引計１８８１６９５（返還計 ３０５４３） 的中 �� ３１８８２（１６番人気）
馬単票数 差引計１１６３７７２（返還計 １７４４７） 的中 �� １２８７１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５８２０６３（返還計 １２７４８） 的中 �� ９１６８（２１番人気）�� ６７９８３（１番人気）�� １６８５８（８番人気）
３連複票数 差引計２３６０７３６（返還計 ６６８７６） 的中 ��� ６３３５４（６番人気）
３連単票数 差引計５１１９８４２（返還計１３７６６４） 的中 ��� １５８３７（６２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１２．２―１３．７―１２．９―１２．１―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―３０．１―４３．８―５６．７―１：０８．８―１：２１．２―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーミプレシャス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 ト レ ボ ロ デビュー ２００７．８．１２ 小倉１１着

２００５．３．２６生 牡４黒鹿 母 シンセイロベルト 母母 ジヨータカバル ２０戦２勝 賞金 ３０，６２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走除外〕 シゲルアマル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 シークレットハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シークレットハート号は，平成２１年５月２５日から平成２１年６月２３日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 エーシンカマンダー号
※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。



（２１中京３）第２日 ５月２４日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

２７２，３９０，０００円
５，５１０，０００円
１１，２９０，０００円
２，４６０，０００円
２８，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，０７３，０００円
５，６７８，８００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
３１６，１０４，２００円
４３７，９１４，２００円
３１１，００９，３００円
１，２６４，０２５，７００円
８０４，０４４，８００円
３７５，１３４，１００円
１，５３６，３３５，２００円
３，０５５，６０１，９００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 ８，１００，１６９，４００円

総入場人員 ２２，７７２名 （有料入場人員 ２１，０１８名）




