
１５０１３ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

４７ タイセイガイア 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹田中 成奉氏 古川 平 浦河 金成吉田牧場 B４５０－ ４１：１０．４ ４．８�

８１８ パ パ ラ チ ア 牝３鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４６０ ―１：１０．７１� ３２．９�

２４ ジーザスクロス 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎エスケー貿易� 昆 貢 新冠 富本 茂喜 ４１６＋１０１：１０．９１� ３７．２�
７１３� エイユーキャメロン 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 様似 �木 英治 ４２０＋ ２１：１１．１１� ４．８�
６１２� サフランキセキ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４３６± ０１：１１．２� ３１．２�
１２ ユアダイアモンド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅	野坂牧場 佐藤 正雄 新冠 オートファー
ム 
渡 ４８６＋ ８１：１１．３クビ ８．９�

４８ � ルミナスポイント 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：１１．５１� ３．８�
８１６ メイショウエンドラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ３９４＋ ８１：１１．９２� １３．７
８１７� ラブメッセンジャー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 柴田 光陽 浦河 富田牧場 ４８４＋ ４１：１２．０� ６．８�
７１４ フォンティーン 牝３鹿 ５４ 武 英智 	サンデーレーシング 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：１２．１クビ ９９．６�
６１１� トウケイロキュウト 牝３栗 ５４ 佐久間寛志木村 信彦氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４０８＋１０１：１２．２� ４８０．１�
３６ ダブルクリック 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥 	エクセルマネジメント清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４１２ ― 〃 アタマ １９４．３�
５９ シルクキャッツアイ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔有限会社シルク岡田 稲男 門別 メイプルファーム ４６０＋１２１：１２．５１� １５９．３�

（愛知）

５１０� クラクエンジェット 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士熊田 晋作氏 武 宏平 浦河 杵臼牧場 ４２４± ０１：１２．７１ ４２１．２�

１１ ミスズスキャット 牝３黒鹿５４ 柴原 央明永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４５２ ― 〃 クビ ４４．９�
（スズカスキャット）

３５ シックスポケット 牝３栗 ５４ 小牧 太渡辺 典六氏 服部 利之 静内 渡辺 光典 ４４６＋ ６ 〃 ハナ １２．７�
７１５ ミスフェイスフル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎
口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４６６－ ４１：１３．０２ ４１．５�
２３ タ イ ハ ナ ビ 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三	名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４３０ ―１：１３．３２ ２３６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８，２８４，５００円 複勝： １０，９４１，２００円 枠連： １９，７２５，３００円

普通馬連： ５２，００７，４００円 馬単： ４６，０２６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４９８，２００円

３連複： ７４，６７３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２２５，１５６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２９０円 � １，１９０円 � ９９０円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� １０，１１０円 馬 単 �� １１，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１７０円 �� ３，７６０円 �� １６，５００円

３ 連 複 ��� １４６，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８２８４５ 的中 � １３７１７（３番人気）
複勝票数 計 １０９４１２ 的中 � １１８６９（４番人気）� ２２２４（１２番人気）� ２７１４（９番人気）
枠連票数 計 １９７２５３ 的中 （４－８） ３３５０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２００７４ 的中 �� ３７９９（３５番人気）
馬単票数 計 ４６０２６５ 的中 �� ３００９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４９８２ 的中 �� １０５７（３７番人気）�� ８８８（４０番人気）�� １９９（８１番人気）
３連複票数 計 ７４６７３８ 的中 ��� ３７６（２３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１２．１―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイガイア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Capote デビュー ２００５．８．１３ 札幌６着

２００３．４．１９生 牝３栗 母 チャイナブリーズ 母母 Nowanna ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 フォンティーン号は，平成１８年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウエスタンプリート号
※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。



１５０１４ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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
１：４１．９

重

重

５１０� トラベルシチー 牡３鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ５０６ ―１：４６．８ ９３．４�

４７ リバプールサウンド 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ
ジメント 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５３６ ―１：４６．９� ８．３�

８１６�	 シンメイジュピター 牡３鹿 ５６ 小牧 太織田 芳一氏 中村 均 様似 様似渡辺牧場 ４７４＋ ２１：４７．１１ ３０．３�
７１３	 アドマイヤウイナー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６１：４７．２
 １．２�
４８ � デンコウニンジャ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４１４± ０１：４７．６２
 ３４７．８�
５９ メインバンク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三青山 洋一氏 大久保龍志 門別 出口牧場 ４６０－１６１：４７．８１ １９０．０	
３６ � セフティートキメキ 牡３鹿 ５６ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６０＋ ２１：４８．１１� １１．９

６１１ メイショウトンボ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４６４－ ４１：４８．３１
 １２０．１�
１２ 	 ホ ブ ノ ブ 牡３栗 ５６ 吉田 稔金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 新冠 オリエント牧場 ４９８＋１４１：４８．５１� ７４．６�
（愛知）

７１４	 アッパークラス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介前田 幸治氏 太宰 義人 新冠 競優牧場 ４７６＋１０１：４８．６クビ ５１．５
２３ ドンコルレオーネ 牡３青鹿５６ 小池 隆生家鋪 隆仁氏 河内 洋 浦河 谷川牧場 ４５６－ ４１：４８．７
 ６２．５�
３５ � マヤノモノノケヒメ 牝３栗 ５４ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３４＋ ４１：４９．１２
 ４５．９�
１１ �	 チキリスラッガー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹ちきり組合 西橋 豊治 鵡川 桑原牧場 ４７６－ ２１：４９．２
 ２４８．４�
８１５� ゴールデンラダー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４６４＋ ２１：４９．３� ３７．５�
２４ �	 テイエムギンガ 牡３栗 ５６ 高田 潤竹園 正繼氏 福島 信晴 平取 スガタ牧場 ４８４＋ ６１：４９．８３ ６０７．８�
６１２	 サンケイパルチーダ 牡３青 ５６ 小林 徹弥小田 吉男氏 清水 出美 白老 白老ファーム ４９２ ―１：５１．０７ ２７．１�

（サンケイジェバリー）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６５３，５００円 複勝： １２，７４５，３００円 枠連： １７，１３４，１００円

普通馬連： ５７，５１７，０００円 馬単： ６５，７６０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９０４，９００円

３連複： ８３，５２９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２６７，２４４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ９，３４０円 複 勝 � １，７２０円 � ２４０円 � ３９０円 枠 連（４－５） １３，７３０円

普通馬連 �� ３２，５１０円 馬 単 �� ７５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６９０円 �� １４，６８０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� １２９，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４６５３５ 的中 � １２３７（１１番人気）
複勝票数 計 １２７４５３ 的中 � １６４６（１２番人気）� １６２１０（２番人気）� ８７３３（４番人気）
枠連票数 計 １７１３４１ 的中 （４－５） ９２１（２２番人気）
普通馬連票数 計 ５７５１７０ 的中 �� １３０６（３９番人気）
馬単票数 計 ６５７６０３ 的中 �� ６４７（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９０４９ 的中 �� ６８５（３８番人気）�� ２６３（６８番人気）�� １９８６（１９番人気）
３連複票数 計 ８３５２９０ 的中 ��� ４７５（１４５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―３０．０―４３．１―５５．９―１：０８．４―１：２１．２―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�トラベルシチー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 El Prado 初出走

２００３．８．２２生 牡３鹿 母 Striking Destiny 母母 Miss Cabell Co. １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ホブノブ号・チキリスラッガー号・テイエムギンガ号は，平成１８年６月２１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 パープルサンバ号・ブラックサーボ号
※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。



１５０１５ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第３競走 ��
��１，０００�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

５７．７
５７．５

不良

良

３６ � ハートランカスター 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Mar-
tin J. Wygod ５０２＋１８ ５９．３ ３．７�

１２ � バクシンホープ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�マツケン農場 作田 誠二 静内 マツケン農場 ５３２－ ６ ５９．９３� ８．８�
７１３� トップディアマンテ 牡３鹿 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 武田 博 米 Green Wil-

low Farms ４２０＋１０１：００．０� ２２．０�
２４ ヴァーツラフ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅名古屋友豊� 領家 政蔵 静内 高橋 修 B４８２± ０１：００．１	 ３４．６�
２３ ブルーバスター 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �荻伏レーシング・クラブ 鮫島 一歩 新冠 川上牧場 ４８０± ０１：００．７３� ７．９�
７１４� アグネスホンジン 牡３栗 ５４ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Suntar Hold-

ings Pty Ltd ５１８＋ ４１：０１．０１	 ２．１	
６１２ フミノフリーダム 牡３栗 ５６ 角田 晃一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ８ 〃 アタマ １７８．７

４８ アンクルマックス 牡３栗 ５６ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４９０－ ６１：０１．３１	 １２２．７�
４７ � ク ー ス 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４２６－１０ 〃 アタマ ２６５．８�
５９ エイシングレース 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４６＋１４１：０１．９３� ７２．６
８１５ ジェイケイカーソン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小谷野次郎氏 西橋 豊治 静内 岡田牧場 ４８６－ ４１：０２．０� ８６．８�
３５ バ ン ロ ー ゼ 牝３鹿 ５４ 高野 容輔 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 山本 昇寿 ４５０－ ８１：０２．２１ ７．７�
５１０� カシノマーメイド 牝３黒鹿５４ 西原 玲奈柏木 務氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ３６３．２�
６１１ トーホウミスティ 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ３９２＋１２ 〃 ハナ １６８．０�
８１６� メイショウアピール 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４８４－１０１：０２．７３ ２１３．７�
１１ ロコロンコロ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅増田 陽一氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４６６ ―１：０３．９７ １７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９６４，３００円 複勝： １６，００７，５００円 枠連： ２２，３２９，９００円

普通馬連： ６７，８０８，１００円 馬単： ６４，９６８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９６５，６００円

３連複： ９６，９６３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，００７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � ４５０円 枠 連（１－３） ９７０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，３７０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３９６４３ 的中 � ３００７６（２番人気）
複勝票数 計 １６００７５ 的中 � ２５３５５（２番人気）� １５６７６（５番人気）� ８０６５（６番人気）
枠連票数 計 ２２３２９９ 的中 （１－３） １７１０３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６７８０８１ 的中 �� ２７８１１（８番人気）
馬単票数 計 ６４９６８９ 的中 �� １７１０６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９６５６ 的中 �� １３６６０（４番人気）�� ３４３９（１３番人気）�� １９９１（２０番人気）
３連複票数 計 ９６９６３４ 的中 ��� ９４９１（１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１２．２―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３５．１―４７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハートランカスター �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Septieme Ciel デビュー ２００５．１０．１６ 東京２着

２００３．２．２生 牡３鹿 母 St. Helens Shadow 母母 Little Bar Fly ７戦１勝 賞金 １３，３００，０００円
〔発走状況〕 トーホウミスティ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロコロンコロ号は，平成１８年６月２１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 キンショービーナス号・ケンセイエクボ号・ニシノカガヤキ号・ホーマンラブリー号



１５０１６ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第４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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：０２．３良

６９ ランドブラザー 牡５栗 ６０ 嘉堂 信雄木村 善一氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４９２＋ ２３：０２．７ ２．７�

８１３ サフランブリザード 牡７黒鹿６０ 石山 繁海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４８６＋ ４３：０３．５５ ３．８�
３３ マルブツトルネード 牡４鹿 ５９ 今村 康成大澤 毅氏 岡田 稲男 浦河 松田 憲一 ４４６＋ ２３：０５．１１０ １４．０�
７１１ ロイヤルクラウン 牡４黒鹿５９ 白坂 聡�ターフ・スポート高橋 隆 浦河 中島牧場 ４６２－ ２３：０５．５２� ５２．１�
５８ � クルワザード 牡４栗 ５９ 出津 孝一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５６＋ ２３：０５．８２ ４．９�
４５ スズノグランプリ 牡５芦 ６０ 林 満明阿部 雅子氏 須貝 彦三 新冠 越湖ファーム ４７０－ ２３：０６．０１� ２１．５	
１１ � スカイコンコルド 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也小林 久義氏 清水 出美 新冠 飛渡牧場 ４９４＋ ４３：０６．６３� ３４．２

２２ � ホーリーオラクル �４黒鹿５９ 内田 浩一吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２３：０６．７� ７０．３�
６１０ コウエイアタック 牝４鹿 ５７ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４８８－２２３：０８．０８ ５３．９�
７１２	 ラストパートナー 牝５鹿 ５８ 横山 義行吉田 昭一氏 加賀 武見 新冠 ハクツ牧場 ４６０－１４３：０８．７４ ７９．８
５７ 
 タイキヘリオス �７鹿 ６０ 金子 光希�大樹ファーム 坂本 勝美 米 Taiki Farm ４９６－ ２３：１２．０大差 ７．３�
４６ 
 ドローアウター 牡６鹿 ６０ 高野 容輔前田 幸治氏 山本 正司 米

Malibu Valley
Farms Inc., Arthur
Alisi & Mary Alisi

５３２± ０ 〃 アタマ ９４．８�
８１４� シ ー カ ー 牡４鹿 ５９ 山本 康志高橋 一恵氏 大江原 哲 静内 佐竹 哲 ５０４－ ４３：１４．２大差 ７３．６�
３４ � ピエナビスケット 牡４栗 ５９ 宇田登志夫本谷 兼三氏 中川 公成 浦河 岡本牧場 ４４０－ ４ （競走中止） ２３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，７１５，３００円 複勝： ８，９６５，５００円 枠連： １８，２６７，６００円

普通馬連： ４９，２８０，９００円 馬単： ５１，１６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０８８，０００円

３連複： ８５，３９０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２３３，８６９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（６－８） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８７１５３ 的中 � ２６１７９（１番人気）
複勝票数 計 ８９６５５ 的中 � ２３８０２（１番人気）� １５２３７（２番人気）� ７１８２（４番人気）
枠連票数 計 １８２６７６ 的中 （６－８） ２７３８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９２８０９ 的中 �� ６５２５４（１番人気）
馬単票数 計 ５１１６１４ 的中 �� ３８４８８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０８８０ 的中 �� １２１９６（１番人気）�� ４６４０（５番人気）�� ３９２８（７番人気）
３連複票数 計 ８５３９０８ 的中 ��� ３９８４２（２番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．９－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

ランドブラザー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００３．９．２８ 阪神７着

２００１．４．１７生 牡５栗 母 イシノショウ 母母 ニジンスキーズシヨウ 障害：６戦１勝 賞金 １４，０５０，０００円
〔騎手変更〕 ドローアウター号の騎手田中亮は，調教中の負傷のため高野容輔に変更。
〔競走中止〕 ピエナビスケット号は，２周目１号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ラストパートナー号の騎手横山義行は，４号障害を外側に斜飛したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アルバエース号・エイシンハルピン号・オースミナイス号・キタサンブシドウ号・キングジョイ号・

グランツスワン号・クリノフォーチュン号・ゴージャスディナー号・シップスラッシュ号・シャンディムーン号・
シンワインザダーク号・スカイイレブン号・スリープレアデス号・ソルジャーシチー号・タイキダイナスティ号・
ダイゴシラギク号・トウショウシュート号・ドングレイシー号・ニシノヘブンズドア号・ファインピーク号・
ブレーブティック号・マイティービーム号・メイショウピューマ号・ヤマカツブルックス号・ロッキーワンダー号・
ローレルスパーク号・ワンダーシアトル号



１５０１７ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：４６．３
１：４４．１

良

良

１１ � バージンフォレスト 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２１：４９．１ ２．８�

２３ � エレガンスボーイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川田 将雅後藤 繁樹氏 崎山 博樹 浦河 ターフィー牧場 ４４２± ０１：４９．３１� ４．９�

８１６� クリティカルライト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 藤岡 健一 愛 Ballylinch
Stud ４７４－ ４１：４９．４	 ６．１�

７１４� ア テ ス エ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介吉田 照哉氏 太宰 義人 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ５．９�
６１２� キリシマハンター 牡３栗 ５６ 上村 洋行土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ４６８－ ２１：４９．８２
 １０１．９�
８１５� パインクール �３栗 ５６ 北村 浩平松原 郁次氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４３２－ ４１：４９．９
 １１．０�
５９ � ウインザクラウン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４１８－ ２１：５０．２１	 １１．８	
４７ コウエイノホシ 牡３栗 ５６ 武 英智伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６２－ ２ 〃 クビ ６５．８

３６ メイショウナタリー 牝３栗 ５４ 吉田 稔松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ８１：５０．３クビ ４１．２�

（愛知）

４８ テイエムザエックス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎竹園 正繼氏 福島 勝 早来 ノーザンファーム ４８６－１０１：５０．４
 ４８．４�
１２ クニノヤマト 牡３黒鹿５６ 池添 謙一國立 治氏 鶴留 明雄 浦河 谷口牧場 B５０６ ―１：５０．８２
 ９２．７
３５ サイキョウキング �３黒鹿５６ 藤岡 佑介奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４０６± ０１：５１．０１
 ８８．２�
６１１� サンダルフォン 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 門別 滝本 健二 ５５０ ―１：５１．１クビ １３．９�
２４ � マルブツタバスコ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥大澤 毅氏 大根田裕之 三石 嶋田牧場 ４７８ ― 〃 クビ １８１．５�
７１３ カネトシアニメート 牡３鹿 ５６ 角田 晃一兼松 利男氏 西浦 勝一 三石 山際牧場 ４５６－ ４１：５１．５２
 １０８．７�
５１０ フクノフラッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲上野 翔服部 新平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４９６＋ ２１：５２．７７ ２０５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２９５，９００円 複勝： １７，３７５，９００円 枠連： ２１，８６４，５００円

普通馬連： ６７，８７４，８００円 馬単： ６５，３７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２９５，２００円

３連複： １０６，０００，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３０９，０７６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（１－２） ６４０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２２９５９ 的中 � ３５３５０（１番人気）
複勝票数 計 １７３７５９ 的中 � ４６３６２（１番人気）� ２６５８４（２番人気）� ２５５３１（３番人気）
枠連票数 計 ２１８６４５ 的中 （１－２） ２５２９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７８７４８ 的中 �� ７１６１７（１番人気）
馬単票数 計 ６５３７００ 的中 �� ４２２５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２９５２ 的中 �� １８０３７（１番人気）�� １２０１２（２番人気）�� ８２０３（５番人気）
３連複票数 計１０６０００５ 的中 ��� ５６５００（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．６―１２．６―１２．２―１２．２―１２．０―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３５．８―４８．４―１：００．６―１：１２．８―１：２４．８―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バージンフォレスト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．４．９ 福島８着

２００３．３．２２生 牡３黒鹿 母 ソルティーレディー 母母 ダイナバーデイ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 サイキョウキング号は，平成１８年６月２１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 テイエムライデン号・ビゴロッソ号・フォルツァート号
※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。



１５０１８ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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
１：４１．９

重

重

７１３ ファンドリコンドル 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４３８－ ２１：４７．３ ３．５�

３６ � シゲルカイコシ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔森中 蕃氏 大根田裕之 青森 野々宮牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ １２．８�
（愛知）

４７ � ゼンノジュウシン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４７０－ ４１：４７．５� ４．２�
２４ ユ ウ ア イ ラ 牝３栗 ５４

５３ ☆川田 将雅�アイテツ 鮫島 一歩 新冠 佐藤 信広 ４７６＋２２１：４７．７１	 ８．０�
５９ サミーデザート 牡３栗 ５６ 秋山真一郎鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４８２± ０１：４７．８クビ １３．７�
１１ �� マルタカタキオン 牡３栗 ５６ 池添 謙一高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４８２＋１０ 〃 アタマ ５．４�
７１４� スナークムサシ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８２＋ ８１：４８．０１	 ５７．７	
２３ �� オナーリーブ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 
ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 静内 桜井牧場 ４６０± ０１：４８．２１	 １３．７�
５１０
 ワンダールビアノ 牡３芦 ５６ 武 幸四郎山本 信行氏 領家 政蔵 米

Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４８０－ ２１：４８．６２	 ２９．９�
６１１�� キンショーハヤテ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 幸廣 ４５０－ ４１：４８．７クビ ４５．６
１２ � フジノデュラブ 牡３鹿 ５６ 尾島 徹大橋 清助氏 柴田 高志 浦河 浦河育成牧場 ４３２＋ ４１：４９．１２	 ８２．８�

（笠松） （笠松）

４８ ガッサンプリンス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村 專次氏 柴田 光陽 浦河 斉藤 政志 ４９０＋ ８１：５０．１６ ３１．２�
６１２ マイネルテセウス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２１：５０．３１	 １６．２�
８１６�� クラウンボーイ 牡３鹿 ５６ 三野 孝徳今津 次代氏 上田 伸夫 浦河 秋場牧場 B４３６－ ９１：５０．４	 ２０８．１�

（兵庫） （兵庫）

８１５ シーグランプリ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ５０２－１４１：５１．４６ ６０．２�

（１５頭）
３５ ブルーフェアプレー 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 新冠 川上 悦夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，１１８，０００円 複勝： １３，５８０，１００円 枠連： ２０，７９７，６００円

普通馬連： ６６，９９２，６００円 馬単： ５８，１５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８２９，８００円

３連複： ９７，３９０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２８５，８６４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（３－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２６０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １１１１８０（返還計 ７１３） 的中 � ２５６１６（１番人気）
複勝票数 差引計 １３５８０１（返還計 ２５０） 的中 � ２７０６８（１番人気）� １３３４９（４番人気）� ２４１１４（２番人気）
枠連票数 差引計 ２０７９７６（返還計 １０） 的中 （３－７） ５５４４（１４番人気）
普通馬連票数 差引計 ６６９９２６（返還計 １３１１） 的中 �� １９６１５（１０番人気）
馬単票数 差引計 ５８１５５３（返還計 ９９６） 的中 �� ８６７４（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７８２９８（返還計 ３３５） 的中 �� ４５６１（１０番人気）�� ２０４２５（１番人気）�� ４４１５（１１番人気）
３連複票数 差引計 ９７３９０６（返還計 ２６０５） 的中 ��� ２３６７９（５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．９―１３．７―１２．８―１２．５―１３．０―１２．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．９―４３．６―５６．４―１：０８．９―１：２１．９―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．４
１
３

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

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

ファンドリコンドル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．９ 京都１１着

２００３．５．１１生 牡３鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ ８戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
〔出走取消〕 ブルーフェアプレー号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※キンショーハヤテ号は，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。



１５０１９ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．２２以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

３６ シ ン シ ア ー 牝４黒鹿５５ 池添 謙一臼田 浩義氏 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４５６± ０１：０９．４ ８．３�

７１５� コウユールビー 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆川田 将雅加治屋康雄氏 領家 政蔵 静内 武岡農場 B４７６＋１４１：０９．５� ３．６�

８１８ ナナヨーティアラ 牝４鹿 ５５ 内田 浩一尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４６４＋ ６１：０９．６� ８２．２�
１１ ナムラシゲコ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４６６± ０１：０９．７� ８．８�
２３ シークレットルーム 牝５栗 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６１：０９．９１� ５．４�
５１０� オ デ ッ ト 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三 �社台レースホース佐々木晶三 白老 白老ファーム ４９８＋ ４ 〃 アタマ １９．９�
６１１	 ホワイトアリス 牝５芦 ５５ 幸 英明冨沢 敦子氏 崎山 博樹 静内 高橋 誠次 ５１４＋ ４ 〃 クビ ５６．４	
６１２� ホープフルワールド 牝５栗 ５５ 小池 隆生 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：１０．０クビ ５１．５

４８ � ニシノカイシンゲキ 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝西山 茂行氏 中川 公成 鵡川 西山牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ８３．９�
８１６� クールモダン 牝４栗 ５５ 岩崎 祐己林 千枝子氏 田所 秀孝 浦河 浦河日成牧場 ４５８－ ２１：１０．１� ７８．５�
５９ パラダイスバード 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム B４９０＋１６１：１０．２クビ ５．４
１２ � テンシノダンス 牝６栗 ５５ 上村 洋行杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ５．６�
２４ 	 モルダバイト 牝４鹿 ５５

５２ ▲上野 翔�三嶋牧場 安田伊佐夫 浦河 日の出牧場 ４４０－ ４ 〃 アタマ ２３４．０�
４７ 
 グリーンヒルヒット 牝４鹿 ５５ 吉田 稔西村 專次氏 岩戸 孝樹 浦河 猿橋 義昭 ４５８± ０１：１０．３� ３１．３�

（愛知）

７１４ スターペスミツコ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 ４８６＋２０１：１０．９３� ４１．２�
７１３ エイコーンリング 牝４栗 ５５ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 古川 平 白老 白老ファーム ４５０－ ４１：１１．２１� １３５．９�
８１７	 キシュウスピリット 牝４青鹿５５ 黒岩 悠木村 昌三氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３２± ０１：１１．３� ２０３．８�
３５ �	 ペプチドクイン 牝４黒鹿５５ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ２１：１１．５１� ３９７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，６５５，５００円 複勝： １９，１８７，９００円 枠連： ２４，５６０，８００円

普通馬連： ８８，０４２，５００円 馬単： ７４，６５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３８１，３００円

３連複： １２１，４８３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６２，９７０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � １，２１０円 枠 連（３－７） １，４１０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７，２４０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ３７，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３６５５５ 的中 � １３１１１（５番人気）
複勝票数 計 １９１８７９ 的中 � １９７２１（５番人気）� ３９３６６（１番人気）� ３０９９（１３番人気）
枠連票数 計 ２４５６０８ 的中 （３－７） １２８８６（７番人気）
普通馬連票数 計 ８８０４２５ 的中 �� ３６８７７（７番人気）
馬単票数 計 ７４６５９５ 的中 �� １５０２０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３８１３ 的中 �� １０９００（４番人気）�� ６９０（６１番人気）�� １２６７（３９番人気）
３連複票数 計１２１４８３０ 的中 ��� ２４０５（９８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．１―１１．４―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．７―４５．１―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン シ ア ー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．３．６ 阪神１着

２００２．５．１５生 牝４黒鹿 母 ソウスマッグ 母母 Smuggly ９戦２勝 賞金 １７，３５０，０００円
〔発走状況〕 オデット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 オデット号は，発走調教再審査。
〔その他〕 スターペスミツコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スターペスミツコ号は，平成１８年６月２１日まで出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 クールモダン号は，平成１８年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シルクホームラン号
※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。



１５０２０ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２２以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

２４ グランロワイヤル 牡４黒鹿５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８－１０２：００．６ ５．８�

３５ キングオブウィナー 牡５黒鹿５７ 柴原 央明辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ５０４＋ ６２：００．７� ４．０�
４７ �� ジーンハンター 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５１８＋ ４２：００．８クビ ８．９�
２３ スターダストボーイ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６２－ ２２：０１．１１� １８．２�
４８ �� マックスチャンプ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎田所 英子氏 伊藤 雄二 門別 白井牧場 ４８８＋ ２２：０１．２	 ２０．７�
５１０� インターメルボルン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一インターナシヨナル

ホース� 福島 信晴 門別 インターナシヨナル牧場 ５３０＋ ２ 〃 クビ ７１．６	
８１７ シルバーガル 牡５芦 ５７ 高田 潤 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０１．４１
 ９．３

７１４� メイショウトウコン 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ４．０�
１２ � トーワライアン 牡５鹿 ５７ 田嶋 翔齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ４０．６�
１１ � トップリーダー �５黒鹿５７ 石山 繁前田 晋二氏 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ２２：０１．５クビ ３４６．０
３６ カムイヌプリ 牡５栗 ５７ 小牧 太蛭川 年明氏 新川 恵 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ４１．８�
６１１� アインライツ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介荒木美代治氏 藤岡 健一 静内 坂本 春雄 ４５６＋１８ 〃 ハナ １９．６�
８１８�� プレシャスワン �５鹿 ５７ 吉田 稔松岡 隆雄氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８２：０１．６クビ ２１．９�

（愛知）

６１２� ダブリンフォレスト 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 静内 井高牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ８５．５�

５９ ランドフラッグ 牡４鹿 ５７ 高橋 亮木村 昌三氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４９０± ０２：０１．８１
 ２２．８�
８１６� エイダイダンツ 牝５鹿 ５５ 岩崎 祐己�東振牧場 中尾 秀正 鵡川 東振牧場 ４６２－ ６２：０２．０１ ２８．５�
７１３ セトノフレンチ 牡４鹿 ５７ 幸 英明難波 澄子氏 西園 正都 浦河 富田牧場 ４７６＋ ８２：０３．１７ １１９．３�

（１７頭）
７１５ テイエムヨカオゴ 牝４鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場 ４４０＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，２６７，０００円 複勝： ２０，５１４，８００円 枠連： ２７，１４２，３００円

普通馬連： ９２，３６１，４００円 馬単： ７４，８２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２３２，３００円

３連複： １３３，５１７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３８４，８６３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（２－３） １，０５０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，３７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １４２６７０（返還計 ７９１） 的中 � １９６９８（３番人気）
複勝票数 差引計 ２０５１４８（返還計 １０５９） 的中 � ２４３２０（３番人気）� ４２０１９（１番人気）� ２０７８７（４番人気）
枠連票数 計 ２７１４２３ 的中 （２－３） １９２２８（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ９２３６１４（返還計 １１５８０） 的中 �� ５２８３０（２番人気）
馬単票数 差引計 ７４８２８４（返還計 １０６０３） 的中 �� ２０３２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２２３２３（返還計 ３８５４） 的中 �� １１９８２（２番人気）�� ３７９１（１４番人気）�� ８１２２（５番人気）
３連複票数 差引計１３３５１７６（返還計 ２８７８５） 的中 ��� ２６８６９（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３５．０―４７．７―１：００．２―１：１２．６―１：２５．０―１：３６．８―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３
５，１６（４，１８）（７，１１）（２，１３）（１，８）１４，３（９，１０）－（６，１２）－１７
５，１６（４，１８，１０）（７，１１）１（２，８，１７）（３，１４，１３，９）（１２，６）

２
４
５，１６（４，１８）７，１１（２，１３）（１，８）（３，１４）（９，１０）６，１２－１７
５，１０（４，１６，１８）（７，１１）（１，２，８）１７（３，１４）９（１２，６）１３

勝馬の
紹 介

グランロワイヤル �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００４．１１．１４ 京都１着

２００２．２．３生 牡４黒鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal ６戦２勝 賞金 ２１，０１５，０００円
〔競走除外〕 テイエムヨカオゴ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔３走成績による出走制限〕 トップリーダー号・カムイヌプリ号は，平成１８年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マイネルダンツァ号
※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。



１５０２１ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

し ら ふ じ

白 藤 賞
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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４４．１

良

良

７８ � リキサンポイント 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４８８－ ４１：５０．３ １８．７�

３３ � エイシンチャンドラ 牡３青鹿５６ 上村 洋行平井 豊光氏 宮本 博 米 Nancy S.
Dillman ４５０－ ２ （降着） １２．０�

２２ マイネルスパーダ 牡３青鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０１：５０．４� １２．２�

５５ � カネトシツヨシオー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：５０．５	 １５．５�
８１０� スノーバロック 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥朝見 巌氏 清水 出美 新冠 アラキフアーム ４８０－１２ 〃 ハナ ４４．８�
４４ � ダークメッセージ 牡３栃栗５６ 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 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ５．８	
８１１� テイエムセイラン 牡３青鹿５６ 秋山真一郎竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４７６－ ２１：５０．７１ ２１．６

１１ 
 ミスズエリコン 牡３鹿 ５６ 小牧 太永井 啓弍氏 加藤 敬二 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：５０．９１	 ７６．６�
７９ ロフティソル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４８６＋ ２１：５１．０� ４７．１�
６７ � バンブーウエファ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�バンブー牧場 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 ４７４－ ２１：５１．２１	 １．５
６６ � マイネルスカット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４８２± ０１：５１．９４ ４４．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５１，２００円 複勝： ２３，１２４，１００円 枠連： ２４，８４３，７００円

普通馬連： １１５，４２２，１００円 馬単： １０３，３４７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９２０，７００円

３連複： ９７，９５０，８００円 ３連単： ３０９，８１０，７００円 計： ７２３，６７０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ３７０円 � ２７０円 � ３１０円 枠 連（３－７） ３，０１０円

普通馬連 �� ４，０００円 馬 単 �� １１，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，３３０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ８，７００円 ３ 連 単 ��� ７２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２２５１２ 的中 � ９４１３（６番人気）
複勝票数 計 ２３１２４１ 的中 � １５８４０（５番人気）� ２４４１７（３番人気）� １９７４９（４番人気）
枠連票数 計 ２４８４３７ 的中 （３－７） ６１１１（１０番人気）
普通馬連票数 計１１５４２２１ 的中 �� ２１３３９（１４番人気）
馬単票数 計１０３３４７５ 的中 �� ６６５５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９２０７ 的中 �� ５９１７（１０番人気）�� ４９６２（１４番人気）�� ６７４９（９番人気）
３連複票数 計 ９７９５０８ 的中 ��� ８３１０（２６番人気）
３連単票数 計３０９８１０７ 的中 ��� ３１７５（１９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．１―４９．８―１：０２．４―１：１４．８―１：２６．４―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リキサンポイント �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．９．１０ 札幌４着

２００３．４．２６生 牡３青鹿 母 トップニュースⅡ 母母 Fabulous Fraud １４戦２勝 賞金 ２４，０３０，０００円
〔降着〕 エイシンチャンドラ号は，１位〔タイム１分５０秒２，２位との着差	馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行し

て「リキサンポイント」号の走行を妨害したため２着に降着。
〔制裁〕 エイシンチャンドラ号の騎手上村洋行は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成１８年５月２７日から

平成１８年６月４日まで騎乗停止。



１５０２２ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

お け は ざ ま

桶 狭 間 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２２以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

３６ � エムオーウイナー 牡５黒鹿５８ 小牧 太大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５１４＋ ６１：０８．５ ３．２�

２４ キョウワロアリング 牡５栗 ５７ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９０＋ ６１：０８．７１� １３．４�
３５ � リッカバクシンオ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４５８± ０ 〃 クビ １２．０�
５１０ ヒ シ ア ス カ 牝７黒鹿５５ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５１８＋ ２１：０９．０１	 ２０．６�
６１１� スリーロケット 牡６鹿 ５７ 吉田 稔永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ５１４－ ４ 〃 クビ ３４．５�

（愛知）

２３ サンライズアタック 牡４栗 ５７ 角田 晃一松岡 隆雄氏 福永 甲 浦河 中島 俊明 ４６８－ ２ 〃 アタマ ３．０�
７１４� ダンスオブサロメ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三門野 重雄氏 岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ４３０－ ２１：０９．１
 １０．８	
１１ ファイトザパワー �４鹿 ５７ 北村 浩平山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７０－ ４１：０９．２クビ ６７．８

６１２� オーヴェール 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５２２－ ４１：０９．３	 １８．６�
１２ ケイエスアイ 牝６鹿 ５５ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ４９４＋ ８１：０９．４クビ ２１１．７
４８  タマモヘラクレス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉タマモ� 川村 禎彦 三石 山際牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １５８．７�
７１３� ナイキフェイバー 牝６芦 ５５ 後藤 浩輝小野 誠治氏 古賀 史生 米

Harold J.Hendricks,Roger
L.Justice,Rick L.Littrell &
Dr.Scott W.Pierce

４７４＋ ８１：０９．５
 ６．２�
８１５ ダ リ オ �９栗 ５７ 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：０９．６
 ７１．９�
４７ ア ミ リ ス 牝４鹿 ５５ 川田 将雅水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ５０８－ ２１：０９．９１	 ５２．５�
５９  バリーバーン 牝５黒鹿５５ 岩崎 祐己飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ２１：１０．０
 ２５７．９�
８１６ ケイエスストロング 牡７鹿 ５７ 小林 徹弥キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ５１８＋ ８１：１１．６１０ ３４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２７，６００円 複勝： ３０，５５１，２００円 枠連： ４０，４４４，３００円

普通馬連： １７１，７３９，９００円 馬単： １１５，７４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６１７，９００円

３連複： １４４，８１１，３００円 ３連単： ３６５，７１８，６００円 計： ９２６，３５２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � ３９０円 枠 連（２－３） ３３０円

普通馬連 �� ２，２００円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ７６０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ５，７７０円 ３ 連 単 ��� ２８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２１７２７６ 的中 � ５４４９１（２番人気）
複勝票数 計 ３０５５１２ 的中 � ５９５５１（２番人気）� ２０４３０（５番人気）� １７８９５（６番人気）
枠連票数 計 ４０４４４３ 的中 （２－３） ９０６５７（１番人気）
普通馬連票数 計１７１７３９９ 的中 �� ５７７５７（９番人気）
馬単票数 計１１５７４１６ 的中 �� ２４６１１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６１７９ 的中 �� １０８４７（９番人気）�� １１８１６（８番人気）�� ４７２７（２１番人気）
３連複票数 計１４４８１１３ 的中 ��� １８５３５（１８番人気）
３連単票数 計３６５７１８６ 的中 ��� ９４３５（７８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エムオーウイナー �
�
父 ニホンピロウイナー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００３．１１．２２ 京都２着

２００１．５．２７生 牡５黒鹿 母 ミラクルムテキ 母母 ノーザンフラワー ２０戦５勝 賞金 ７５，８１５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイエスストロング号は，平成１８年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※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。



１５０２３ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第１１競走 ��
��２，３００�第２３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，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走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・地方競馬全国協会会長賞（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 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

２：２２．３
２：２２．３

重

重

３３ � ハードクリスタル 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 門別 シンボリ牧場 ４８６＋ ２２：２３．６ １５．０�

７１０� マイネルボウノット 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萩原 清 浦河 林 孝輝 ５２２＋ ８２：２３．８１	 ５．５�

７１１ アルファフォーレス 牡６栗 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４２：２４．０１ ５０．４�
８１３
 パーソナルラッシュ 牡５鹿 ５９ 池添 謙一深見 富朗氏 山内 研二 米 Mr. & Mrs.

M. L. Wood B４８４－ ６２：２４．３１� １３．６�
４５ � ヒシアトラス 牡６黒鹿５７ 小牧 太阿部雅一郎氏 中野 隆良 千歳 社台ファーム ５４６＋ ６２：２４．６２ ４．６�
４４ � サイレントディール 牡６栗 ５７ 柴原 央明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２２－ ８ 〃 ハナ ２１．２	
１１ スーパーチャンス 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 �社台レースホース大久保龍志 白老 白老ファーム ４８４－ ６２：２５．０２	 ２０．９

５７ アサカディフィート �８黒鹿５７ 秋山真一郎林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２２＋ ２２：２５．９５ ４１．４�
５６ シンメイレグルス 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹織田 芳一氏 中村 均 新冠 松浦牧場 ４５８＋ ６２：２６．０� ７１．６�
６８  テンリットル 牡８鹿 ５７ 加藤 和義服部 康夫氏 服部 健一 門別 豊洋牧場 ４７０－ ５２：２６．２� ２５６．１

（金沢） （金沢）

２２  レッドストーン 牡４鹿 ５７ 吉田 稔後藤 繁樹氏 角田 輝也 浦河 濱田牧場 ４６４－ １２：２７．７９ ８７．８�
（愛知） （愛知）

６９ スナークレイアース 牡１１鹿 ５７ 内田 浩一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内 グランド牧場 ５１８－ ４２：２８．４４ ３１７．５�
８１２ ヴァーミリアン 牡４黒鹿５８ 幸 英明 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４９０－２１２：２８．５クビ １．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６７，０２７，０００円 複勝： ６９，１０７，１００円 枠連： ８６，５０６，７００円

普通馬連： ５０３，０１３，３００円 馬単： ３７０，２８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，０７０，９００円

３連複： ３９８，１５１，３００円 ３連単： １，１５４，１９４，４００円 計： ２，７５０，３５８，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３６０円 � １９０円 � ８３０円 枠 連（３－７） ２，４９０円

普通馬連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ８，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ３，３６０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １７，８７０円 ３ 連 単 ��� １４４，８７０円

票 数

単勝票数 計 ６７０２７０ 的中 � ３５２６０（５番人気）
複勝票数 計 ６９１０７１ 的中 � ４７７６０（４番人気）� １２３００８（３番人気）� １８０１３（９番人気）
枠連票数 計 ８６５０６７ 的中 （３－７） ２５７０６（９番人気）
普通馬連票数 計５０３０１３３ 的中 �� １３１９８３（９番人気）
馬単票数 計３７０２８７７ 的中 �� ３２３３７（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２０７０９ 的中 �� ２９６１２（８番人気）�� ７２６０（３２番人気）�� １６４４７（１８番人気）
３連複票数 計３９８１５１３ 的中 ��� １６４４６（５１番人気）
３連単票数 計１１５４１９４４ 的中 ��� ５８８０（３０２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１２．１―１２．８―１２．０―１２．２―１３．８―１２．７―１２．３―１２．３―１２．１―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．１―１８．３―３０．４―４３．２―５５．２―１：０７．４―１：２１．２―１：３３．９―１：４６．２―１：５８．５―２：１０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハードクリスタル �
�
父 クリスタルグリツターズ �

�
母父 Dancehall デビュー ２００３．１．１９ 小倉４着

２０００．４．２７生 牡６鹿 母 スイートミルド 母母 Milde ２９戦８勝 賞金 ２１２，８６９，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔制裁〕 サイレントディール号の騎手柴原央明は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。



１５０２４ ５月２１日 晴 良 （１８中京２）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （芝・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．２２以降４歳１，０００・５
歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

１：４６．３
１：４４．１

良

良

５６ スプリングドリュー 牝６芦 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８８＋ ８１：４８．４ ４．２�

４４ � ミスティラブ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲上野 翔冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４４６－ ４１：４８．５� １４．２�

１１ シンシンマーキー 牝４芦 ５５ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ４．６�
８１１� リヴァプール 牝４鹿 ５５ 吉田 稔折手 邦雄氏 田島 良保 三石 折手牧場 ４８６＋ ６１：４８．６� ９．６�

（愛知）

７１０�� サンレイフレール 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 ハナ ８．９�
８１２� メジロベネット 牝７鹿 ５５ 勝浦 正樹�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４５２± ０１：４８．７	 ７．２�
３３ クリソプレーズ 牝４黒鹿５５ 生野 賢一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２＋２２１：４８．８クビ １６．４	
７９ スズカローラン 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２０－ ２１：４９．０１
 ６．５

２２ サ ム タ イ ム 牝４青鹿 ５５

５４ ☆川田 将雅渡辺 典六氏 安田伊佐夫 静内 大典牧場 ４８４± ０１：４９．１� １６．９�
６７ � キーステージ 牝４黒鹿５５ 内田 浩一北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 細川農場 ４６８－１０ 〃 クビ ２２．２�
６８ ヤマニントゥドロワ 牝５芦 ５５

５２ ▲船曳 文士土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４００－ ６ 〃 ハナ ３９．７
５５ オレンジハーベスト 牝４黒鹿５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４３８－ ４１：４９．４１	 ３２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，５０２，３００円 複勝： ３１，５８４，９００円 枠連： ４６，４９６，５００円

普通馬連： ２１９，１９１，０００円 馬単： １４３，０８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５１６，７００円

３連複： １７９，８９４，８００円 ３連単： ４２４，５１４，４００円 計： １，１１３，７８９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � １７０円 枠 連（４－５） ３，１４０円

普通馬連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ４００円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ３２，５００円

票 数

単勝票数 計 ２８５０２３ 的中 � ５４５４０（１番人気）
複勝票数 計 ３１５８４９ 的中 � ５１９８１（２番人気）� １９８４０（７番人気）� ５４８０３（１番人気）
枠連票数 計 ４６４９６５ 的中 （４－５） １０９２９（１２番人気）
普通馬連票数 計２１９１９１０ 的中 �� ４５４８８（１６番人気）
馬単票数 計１４３０８８８ 的中 �� １６９０７（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５１６７ 的中 �� ８８６１（１２番人気）�� ２７２６０（１番人気）�� ９５３６（１１番人気）
３連複票数 計１７９８９４８ 的中 ��� ２６２５７（９番人気）
３連単票数 計４２４５１４４ 的中 ��� ９６４０（７５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．４―１２．１―１２．３―１２．０―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．５―４８．６―１：００．９―１：１２．９―１：２４．７―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングドリュー �
�
父 ミ シ ル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００２．１０．５ 中山９着

２０００．３．３１生 牝６芦 母 ダイナサフラン 母母 シヤダイアグリー ３６戦４勝 賞金 ５６，８９２，０００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。



（１８中京２）第２日 ５月２１日（日曜日） 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
父内国産馬奨励賞
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

２６７，８６０，０００円
１，６９０，０００円
２５，７４０，０００円
１，１９０，０００円
４４０，０００円
２，４２０，０００円
２８，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４０９，０００円
５，６０１，８００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
２３６，４６２，１００円
２７３，６８５，５００円
３７０，１１３，３００円
１，５５１，２５１，０００円
１，２３３，３９５，９００円
３４６，３２１，５００円
１，６１９，７５６，９００円
２，２５４，２３８，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，８８５，２２４，３００円

総入場人員 ２６，９３９名 （有料入場人員 ２４，９９９名）




