
１５０１３ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走９時５５分 （ダート・左）

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

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

２４ � カリスマダンディー 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４９６＋ ６１：００．２ ４．０�

６１１� カ ノ ー プ ス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ
ジメント 野村 彰彦 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ２１：００．６２� ５．８�

２３ ゼンノマグニート 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大迫久美子氏 浅見 秀一 静内 出羽牧場 ４７４＋２８１：００．８１� １２．７�
７１４	 グランドソニック 牝３黒鹿５４ 中舘 英二細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 米 Takeho Ltd. ４８０＋ ２１：００．９� ８．５�
３６ � ラインブラスト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤岡 康太大澤 繁昌氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８０－ ６１：０１．０
 ３２．５�
４７ ファーストナイナー 牝３栗 ５４ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６２± ０１：０１．１� ２３．４�
５１０� トウショウモード 牡３栗 ５６ 横山 典弘トウショウ産業	 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０２＋ ６１：０１．２� ４．５

１１ � スリーコジーン 牡３芦 ５６ 熊沢 重文永井商事	 橋本 寿正 静内 岡野牧場 ４６２＋ ２１：０１．３� １４６．６�
３５ � スズカトップ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０４＋１０１：０１．４� ４．３�
７１３�� シルバージャンパー 牝３芦 ５４ 角田 晃一岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 鎌田 正嗣 ４９２＋ ８１：０１．５� ２１．３
１２ ベルテッセン 牝３鹿 ５４ 生野 賢一河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４２６＋ ２ 〃 アタマ ４２．５�
５９ � バブルリング 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 伊達 黄金牧場 ４３４ ―１：０１．６クビ ８６．３�
４８ � トップガンヒーロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４５０＋ ４１：０２．２３� １１１．２�
８１５�� カシノルドルフ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊柏木 務氏 二本柳俊一 青森 谷川 博勝 ４２０＋ ２１：０２．８３� ３３３．６�
６１２� ハードラビット 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己津田 一男氏 西橋 豊治 静内 片岡牧場 ４４８＋ ８１：０３．５４ ４８９．２�
８１６� ミスズシンプー 牡３芦 ５６ 小牧 太永井 啓弍氏 加藤 敬二 門別 白瀬 明 B５１０＋ ２１：０４．８８ ２３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，０４８，２００円 複勝： １４，４４３，１００円 枠連： １４，３６１，７００円

普通馬連： ５０，６２５，８００円 馬単： ４５，３１７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５００，１００円

３連複： ７６，７０８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２２６，００４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ３２０円 枠 連（２－６） １，０４０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，０６０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ６，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１０４８２ 的中 � ２２２９１（１番人気）
複勝票数 計 １４４４３１ 的中 � ３２００８（１番人気）� １８３０６（４番人気）� ９４７０（６番人気）
枠連票数 計 １４３６１７ 的中 （２－６） １０２０６（４番人気）
普通馬連票数 計 ５０６２５８ 的中 �� ３１７８０（３番人気）
馬単票数 計 ４５３１７０ 的中 �� １４９４１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５００１ 的中 �� ６６３１（３番人気）�� ３０９２（１３番人気）�� １８５０（２５番人気）
３連複票数 計 ７６７０８６ 的中 ��� ８６２８（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．９―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．９―４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．２
３ １４（５，１１）（４，７，１０）（３，６，１３）９，８（１，２，１６）１２－１５ ４ １４（５，１１）４（７，１０）３（６，１３）－９（１，２，８）１６，１２，１５

勝馬の
紹 介

�カリスマダンディー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．１１．５ 京都４着

２００４．４．２６生 牡３鹿 母 ムーブアップ 母母 ミスマルゼンスキー ９戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスズシンプー号は，平成１９年７月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イノチノアカリ号・メイケイグリーン号・メイショウネストル号
（非抽選馬） ２頭 ディープネイチャー号・マイティマイロード号



１５０１４ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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

１：５６．９
１：５６．４

良

良

１２ � ティルフィング 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４４６± ０２：００．２ ３．４�

７１４ マヤノバルトーク 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８８＋ ４２：００．５１� ３．１�
７１３� グローバルフィート 牝３栗 ５４ 角田 晃一下河�行雄氏 松元 省一 門別 下河辺牧場 B４６８＋ ２２：００．７１ ２１．１�
１１ � マイネキャロライナ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 コスモビューファーム B４２６＋１４ 〃 クビ ５４．４�
６１１� プリキュアバローズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 愛 Stratford

Place Stud ４４０＋ ８２：００．８クビ ４．５	
６１２� カーリングストーン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 門別 厚賀古川牧場 ４８０ ―２：０１．０１	 ３６．７

３５ � ゼンシンゼンレイ 牝３芦 ５４ 安藤 光彰北所 直人氏 中川 公成 静内 友田牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ６０．１�
５１０� ノボスコーピオ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�LS.M 柴田 政人 門別 ファニーフレンズファーム ４７６－ ２２：０１．２１ ４０．１�
８１６� メイショウシキブ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ２２：０１．３
 ７３．７
７１５� トーワコジーン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４５４＋１０２：０１．４クビ ２８０．９�
８１７ メリーサプライズ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 笹地牧場 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ５７．２�
３６ � シャイニーハンター 牡３黒鹿５６ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５５４－ ４ 〃 ハナ ７１．２�
５９ � ライブリソウシャ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎加藤 哲郎氏 木原 一良 静内 高橋フアーム B４６４－ ６ 〃 アタマ ２７２．１�
４８ � オッティマルーチェ 牝３黒鹿５４ 生野 賢一 �グリーンファーム 音無 秀孝 米 Shadai Farm B４５６± ０ 〃 ハナ ２２．３�
２３ �� スーパーウェーブ 牡３青鹿

５６
５３ ▲藤岡 康太万波 健二氏 藤岡 健一 静内 坂本 春雄 ５３２＋ ４２：０１．５クビ ８．５�

８１８�� マ ヒ オ レ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ２２：０２．２４ ２０．３�

４７ � バブルガムロック 牡３鹿 ５６ 石橋 守山上 和良氏 和田 正道 浦河 アイオイファーム B５１８＋ ３２：０３．２６ ２８３．２�
２４ � シ ャ ノ ン 牝３栗 ５４ 横山 典弘広尾レース� 森 秀行 愛 Rockhart

Trading Ltd ４４４－ ６２：０３．３� ６２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，２２４，５００円 複勝： １５，５０１，７００円 枠連： １６，１４３，１００円

普通馬連： ４８，４０９，６００円 馬単： ４４，９７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１９９，３００円

３連複： ７３，６５５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２２６，１０３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ４２０円 枠 連（１－７） ４３０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，１００円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３２２４５ 的中 � ３０９３１（２番人気）
複勝票数 計 １５５０１７ 的中 � ３１７０６（２番人気）� ３９８６６（１番人気）� ６２３７（７番人気）
枠連票数 計 １６１４３１ 的中 （１－７） ２８１６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８４０９６ 的中 �� ６４４８５（１番人気）
馬単票数 計 ４４９７００ 的中 �� ２９４１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１９９３ 的中 �� １７３８９（１番人気）�� ２８５７（９番人気）�� ２６３４（１１番人気）
３連複票数 計 ７３６５５５ 的中 ��� １３３０３（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．８―３４．１―４６．３―５８．８―１：１１．３―１：２３．５―１：３５．７―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．７
１
３
３－１１，１（１４，１７）２，７，１０（５，１６）（６，１５）８，１８，１２，１３－４，９
３（１１，１４）（１，１７，１３）２（１０，１６）－５（７，８）１５（６，１２，１８）－９，４

２
４

３－（１，１１）１４（２，１７）（７，１０）５，１６（６，１５）８，１８（１２，１３）－４，９・（３，１１，１４，１３）（１，２，１７）１０－１６，５－８（７，１５）１８（６，１２）９－４

勝馬の
紹 介

�ティルフィング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．１３ 京都３着

２００４．１．２４生 牡３栗 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ ７戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ライブリソウシャ号・マヒオレ号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。



１５０１５ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第３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

３６ � フライデイフライト 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 豪
Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５１２－ ２１：４８．２ ４．５�

１１ �� ヒシヴェンチャー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 門別 戸川牧場 ４７８＋ ２１：４８．６２	 １．６�
７１４� エイシンイッパツ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ４９６＋ ８１：４８．７	 ５．１�
８１６� ニホンピロリーガ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 静内 片岡牧場 ４８０± ０１：４８．８クビ ５４．８�
４７ � ヒットトップガン 牡３鹿 ５６ 河北 通池田 豊治氏 小野 幸治 新冠 佐藤 信広 ４５０－ ４１：４９．４３	 １５．０�
８１５� タマモコマンダー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥タマモ� 川村 禎彦 門別 長田ファーム ５３４＋ ２１：４９．７２ ５４．９	
７１３ サカイヤローラー 牝３鹿 ５４ 武 英智酒井 博氏 武 宏平 三石 藤井 益美 ４８２＋ ４１：５０．２３ ３２９．２

６１２ トウケイカチドキ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮木村 信彦氏 高橋 隆 静内 桜井牧場 ４６２± ０１：５０．３
 ２２４．６�
２４ ミッシェルボランテ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤岡 康太後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４８８＋ ２ 〃 アタマ １３１．１�
６１１� メイショウサルト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 磯野牧場 ４４６＋ ４１：５０．４クビ ２６７．０
２３ � エアデュード 牡３栗 ５６ 高田 潤 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：５０．６１ ２６．８�
１２ � ゴールデンバウアー 牝３栃栗５４ 太宰 啓介杉山 美惠氏 川村 禎彦 米

Laura McKinney
& Spendthrift
Farm LLC

４７６＋ ６ 〃 クビ １７６．１�
５１０� ロードエスケープ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �ロードホースクラブ 岡田 稲男 三石 山本 昇寿 ４６４ ―１：５０．８１	 １７１．８�
５９ � イッツファイン 牡３青鹿５６ 中舘 英二 �グリーンファーム 松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８０＋ ２１：５１．０１� ３６．３�
４８ � フィールドアルバ 牡３鹿 ５６ 小牧 太地田 勝三氏 飯田 雄三 新冠 浜口牧場 ４７６＋２０１：５１．１
 １３６．１�
３５ エーデルビコー 牝３栗 ５４ 安藤 光彰大迫久美子氏 野村 彰彦 門別 高橋牧場 ４３６－ ４１：５２．４８ １１０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５４７，４００円 複勝： １６，３２６，８００円 枠連： １８，８６５，６００円

普通馬連： ５９，９３７，２００円 馬単： ８０，２４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３５０，４００円

３連複： １０７，８４３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，１１９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １００円 � １２０円 枠 連（１－３） ４００円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４２０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５４７４ 的中 � ３４６５２（２番人気）
複勝票数 計 １６３２６８ 的中 � ２４３８３（３番人気）� ６２４３９（１番人気）� ３０８３８（２番人気）
枠連票数 計 １８８６５６ 的中 （１－３） ３５２７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９９３７２ 的中 �� １０６６９２（２番人気）
馬単票数 計 ８０２４８９ 的中 �� ５９６３３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３５０４ 的中 �� ２３４１５（２番人気）�� ８３５４（４番人気）�� ３５６９９（１番人気）
３連複票数 計１０７８４３５ 的中 ��� １７３７８６（１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．８―１３．２―１３．０―１２．４―１２．８―１３．１―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．１―４３．３―５６．３―１：０８．７―１：２１．５―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�フライデイフライト �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 At Talaq デビュー ２００７．４．２９ 京都９着

２００４．９．２７生 牡３黒鹿 母 Not On Friday 母母 Market Heights ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エーデルビコー号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。



１５０１６ ５月２０日 晴 良 （１９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３：０２．０良

３３ �� リバースプライト 牡４鹿 ５９ 今村 康成泉 俊二氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 ５３０＋１０３：０１．７レコード ４．０�

６９ � アルシャトル 牡６黒鹿６０ 西谷 誠�エーティー 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ７．０�
２２ � ハッピートゥモロー 牡７青 ６０ 岩崎 祐己前田 幸治氏 安藤 正敏 米

Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４７０± ０３：０２．４４ ３．８�
４５ マチカネウソブキ 牡７栗 ６０ 出津 孝一細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２３：０２．６１� ４．６�
５６ 	 ケイエスヨシキ 牡４栗 ５９ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ５０４＋ ８３：０５．０大差 １０２．２�
８１２ サンエムウラノス 牡７鹿 ６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ２０．５	
８１３� アグネスボーイ 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Black Type

Stud Pty Ltd ４９０＋ ４３：０５．２１� ３７．５

１１ カネトシパワフル 牡４鹿 ５９ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４８８－ ２３：０５．５１
 １５．３�
７１１� ハ イ タ イ ド 牡５青鹿６０ 北沢 伸也林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４９０－ ２３：０７．３大差 １７．５�
６８ ニホンピロザプラウ 牡５栗 ６０ 北村 浩平小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 杵臼牧場 ４９０－ ６３：０９．７大差 ８．５
４４ �	 ゾーンモーメント 牡５青 ６０ 高野 容輔榮 義則氏 森 秀行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４３８＋ ６３：１４．６大差 ８９．２�
５７ アースジャンヌ 牝４鹿 ５７ 菊地 昇吾松山 増男氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ４９６＋１６３：１８．７大差 １０３．１�
７１０ トウショウビーム 牡４鹿 ５９ 宗像 徹トウショウ産業� 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４ （競走中止） ２５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，１０１，２００円 複勝： １１，５８５，６００円 枠連： １５，４６３，７００円

普通馬連： ４８，５２１，２００円 馬単： ５０，４７２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７７２，１００円

３連複： ８２，６８７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２３２，６０４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（３－６） ７５０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１１０１２ 的中 � ２２１８５（２番人気）
複勝票数 計 １１５８５６ 的中 � ２２８４９（１番人気）� ７７２７（７番人気）� ２１１８６（２番人気）
枠連票数 計 １５４６３７ 的中 （３－６） １５３４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８５２１２ 的中 �� １８５３９（８番人気）
馬単票数 計 ５０４７２５ 的中 �� １０３３３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７７２１ 的中 �� ３５６９（１０番人気）�� １２２７１（１番人気）�� ３８４４（９番人気）
３連複票数 計 ８２６８７８ 的中 ��� ２５８２６（６番人気）

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

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
リバースプライト �

�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００６．２．１９ 京都１３着

２００３．５．８生 牡４鹿 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 障害：７戦１勝 賞金 １８，２５０，０００円
〔競走中止〕 トウショウビーム号は，５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。
※出走取消馬 グラスファイター号（疾病〔蕁麻疹〕のため）
※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） １頭 デュイキャスケード号
（非抽選馬） ２頭 テイエムゼネラル号・ロングヘラクレス号



１５０１７ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１２ � チューイングサイン 牝３栗 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 中川 公成 浦河 松田 次郎 ４３２－ ２１：０９．５ ８．１�

７１４ ウ レ ッ コ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４１８± ０ 〃 アタマ ３．５�
７１３ ワンダージュール 牝３鹿 ５４ 服部 剛史山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 永田 克之 ４０８－１０ 〃 クビ ６０．１�
３５ � イソノクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太磯野 俊雄氏 大橋 勇樹 浦河 小林 和義 ４００＋ ２１：０９．９２� ３．９�
８１６� メイショウハイパス 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ５２０－ ４１：１０．１１ １２６．３�
５９ スウェプトレジーナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊神田 紘爾氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 ４３４－ ２１：１０．２� ２０．１�
６１１� アルダースゲイト 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �社台レースホース田中 章博 三石 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４ ―１：１０．５１� ８．２	
８１５� シルクイシュタール 牝３青 ５４ 赤木高太郎有限会社シルク北出 成人 新冠 坂元牧場 ４１４ ―１：１０．６� ８０．８

４８ � メジロベリンダ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭�メジロ牧場 武 邦彦 洞爺 メジロ牧場 ４７８ ―１：１０．８１� ８９．２�
１１ カネトシグラマー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅兼松 利男氏 五十嵐忠男 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４１０＋１２ 〃 クビ ２４２．９�

６１２ ウォータージェニー 牝３黒鹿５４ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 笹地牧場 ４４６＋ ８ 〃 ハナ １７１．１
５１０� ユキノハナグルマ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰柏木 務氏 二本柳俊一 三石 山口 忠彦 ４３４＋ ８１：１０．９� １４７．６�
２４ フォクシーレッグス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�嶋 哲氏 藤原 英昭 新冠 タニグチ牧場 B４４８－１２ 〃 クビ ７．３�
２３ � ナムラパトリシア 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４０６＋１０１：１１．２１� ２１５．８�
４７ ミスラナンキラス 牝３栗 ５４ 上村 洋行猪野毛雅人氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４６２－ ４１：１１．３� ３７．６�
３６ � フジノサッチャー 牝３青 ５４ 太宰 啓介藤井 五三氏 川村 禎彦 静内 友田牧場 ４３４＋１０ 〃 ハナ ７８．８�
８１７� ファインメモリー 牝３栗 ５４

５１ ▲浜中 俊�ターフ・スポート坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７６ ―１：１１．４クビ ５．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，９７７，６００円 複勝： １５，０７２，７００円 枠連： １８，３５９，３００円

普通馬連： ６０，３５２，４００円 馬単： ６０，３３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３６３，７００円

３連複： ８９，００９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２７４，４７３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ７７０円 枠 連（１－７） １，７１０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３，６４０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １４，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４９７７６ 的中 � １４６７６（５番人気）
複勝票数 計 １５０７２７ 的中 � １５９３３（４番人気）� ３２７０３（１番人気）� ３８６８（９番人気）
枠連票数 計 １８３５９３ 的中 （１－７） ７９３８（９番人気）
普通馬連票数 計 ６０３５２４ 的中 �� ２６４２２（８番人気）
馬単票数 計 ６０３３７８ 的中 �� １１３５６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３６３７ 的中 �� ６８７２（５番人気）�� １０５７（３１番人気）�� ２５５５（１９番人気）
３連複票数 計 ８９００９６ 的中 ��� ４４１１（４４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．０―１１．７―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．４―４５．１―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チューイングサイン �
�
父 デザートストーリー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００６．７．１６ 新潟５着

２００４．５．９生 牝３栗 母 マイネピクシー 母母 ヒノデガール ７戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 ファインメモリー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 カネトシグラマー号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ブラックプラネット号（疾病〔左上眼瞼部裂創〕のため）
※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 ウォーターパスタ号・スリジェ号・ベターデイズ号



１５０１８ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

４４ � マイネルキーロフ 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４８４＋ ４２：００．０ ３．６�

２２ � ベイリングボーイ 牡３栗 ５６ 津村 明秀冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５４＋ ４２：００．１� ４２．６�
８１１�� ブルーリッチ 牡３栗 ５６ 小牧 太後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 パカパカ

ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ５．９�
７８ � ウインバーディクト 牡３鹿 ５６ 石橋 守�ウイン 河内 洋 三石 木下牧場 ４５２± ０２：００．２	 １７．９�
８１０� イイデレインジャー 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４５６＋ ２２：００．３	 ４．３�
３３ � フライングメリッサ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介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 ４３４＋１０２：００．４	 ９．７�
５５ � アドマイヤハート 牡３青 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８８－ ６２：００．５クビ ３．７	
７９ � テイエムアタック 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６０＋ ４２：００．８１� １１．７

６７ �� ト ム ト ッ プ 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４４６－ ２ 〃 クビ １１５．１�
１１ �� サンタナイト 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４６２－ ２２：００．９クビ ４２．１�
６６ 
 フジノアサハタ 牡３栗 ５６ 尾島 徹小野木元則氏 柴田 高志 静内 西川富岡牧場 ５３０＋ ３２：０３．１大差 １８３．０

（笠松） （笠松）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，７６３，５００円 複勝： １５，４５０，３００円 枠連： １７，８９４，５００円

普通馬連： ５８，５４１，７００円 馬単： ６４，５０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２７７，６００円

３連複： ８０，４８９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２６５，９１８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ７６０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ４，６９０円

普通馬連 �� ５，８５０円 馬 単 �� ８，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ４８０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７６３５ 的中 � ３３１２９（１番人気）
複勝票数 計 １５４５０３ 的中 � ３２１２８（１番人気）� ３９３４（８番人気）� ２０５９５（４番人気）
枠連票数 計 １７８９４５ 的中 （２－４） ２８１７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５８５４１７ 的中 �� ７３８８（２０番人気）
馬単票数 計 ６４５０１５ 的中 �� ５７４８（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２７７６ 的中 �� ２１２０（２０番人気）�� ８０２５（４番人気）�� １５８０（２５番人気）
３連複票数 計 ８０４８９６ 的中 ��� ４８２６（４０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１２．８―１２．４―１２．３―１２．４―１２．１―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．６―４７．４―５９．８―１：１２．１―１：２４．５―１：３６．６―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルキーロフ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．８．２０ 小倉３着

２００４．３．２３生 牡３青鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット ６戦２勝 賞金 １９，１９８，０００円
〔発走状況〕 フジノアサハタ号・テイエムアタック号は，枠入り不良。
※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２０日 晴 良 （１９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）

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

８１７� リリウオカラニ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.
Herbener Jr. B４９４＋ ４１：０８．１ ８．７�

２３ コアレスソニック �４黒鹿５７ 岩田 康誠小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４４２＋ ４１：０８．３１	 ４．４�
７１４ テイエムカチボシ 牡５鹿 ５７ 川島 信二竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４６６＋ ６１：０８．７２	 １７．２�
８１８
 ペプチドジャスパー 牡４栃栗５７ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 様似 林 時春 B４５８＋ ４１：０８．８� １１．３�
３５ デザートワールド 牡４鹿 ５７ 石橋 守�日進牧場 柴田 政見 浦河 成隆牧場 ４７０± ０１：０８．９� ８．９�
７１５ ショウナンハイギア 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 池江 泰郎 浦河 桑田牧場 ４４６－１０１：０９．１１	 ４８．４	
４８ � コウユールビー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅加治屋康雄氏 領家 政蔵 静内 武岡農場 B４７８＋ ６ 〃 アタマ ６．０

８１６
 デザートモーニング 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎鈴木 可一氏 中川 公成 三石 田上 稔 ４９０－ ２１：０９．２クビ １９．４�
１１ ウインゼフィール 牝６鹿 ５５

５２ ▲藤岡 康太�ウイン 松永 幹夫 門別 三城牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ３９．１�
５９ � ケイエスディライツ 牡６栗 ５７ 熊沢 重文キヨシサービス� 高橋 成忠 米 Kiyoshi Serv-

ice Co., Ltd. ４８６－ ２１：０９．３クビ ３９．７
６１１� テイエムオーディン 牡４栗 ５７ 横山 典弘竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６４± ０１：０９．５１ ６．２�
７１３� トップアクトレス 牝４栗 ５５ 高井 彰大�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ５６．７�
１２  メモリーセレソン 牡５芦 ５７

５４ ▲浜中 俊�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ７０．９�
２４  ジョイゲーム �４栗 ５７ 難波 剛健高田 博氏 高橋 成忠 静内 塚尾牧場 ４９０＋１０ 〃 アタマ ２５８．４�
６１２
 ツアーデフォース 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 野村 彰彦 静内 大典牧場 B４６８＋ ４ 〃 同着 １６．０�
３６ � サクラチェリー 牝５鹿 ５５ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 三石 大塚牧場 ４５４＋ ６１：０９．７１ １０．７�
５１０ アグネスリュウ 牡５芦 ５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４６６－ ４１：０９．８	 １３４．７�
４７ シ ン ラ イ 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４８０－ ２１：１０．７５ ７１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，２４４，４００円 複勝： １７，６４０，５００円 枠連： ２５，４８９，０００円

普通馬連： ７４，８１３，２００円 馬単： ６３，８３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２１，０００円

３連複： １０８，１８５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２４，９２４，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（２－８） ９７０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ２，６００円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １２，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２４４４ 的中 � １３９２２（４番人気）
複勝票数 計 １７６４０５ 的中 � １５１１９（５番人気）� ３５４３６（１番人気）� １１０１３（７番人気）
枠連票数 計 ２５４８９０ 的中 （２－８） １９４１１（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４８１３２ 的中 �� ２２４９０（５番人気）
馬単票数 計 ６３８３０４ 的中 �� ８９６１（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２１０ 的中 �� ４９１８（８番人気）�� １８２１（３６番人気）�� ３８０５（１３番人気）
３連複票数 計１０８１８５９ 的中 ��� ６３５９（４２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１０．８―１１．４―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３２．８―４４．２―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リリウオカラニ �
�
父 Grindstone �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．１．１５ 京都５着

２００３．２．７生 牝４鹿 母 Tropico Cielo 母母 Distant Rose １２戦２勝 賞金 ２０，０５０，０００円
〔制裁〕 ケイエスディライツ号の騎手熊沢重文は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ウインゼフィール号・トップアクトレス号は，平成１９年６月２０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 ツモルランサー号・リッカバクシンオ号



１５０２０ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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

２４ メイショウアズーロ 牡６栗 ５７ 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ５０６－ ４１：４６．３ ４．１�

７１３ シルクワンダー 牡４栗 ５７ 中舘 英二有限会社シルク作田 誠二 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９２＋ ６１：４６．６１� ４．１�

５９ � ローランラムズ 牡４鹿 ５７
５４ ▲浜中 俊斉藤 敏博氏 安田伊佐夫 浦河 宮内牧場 ４６０＋ ８１：４６．９１� ４６．９�

４８ ブライアンズエッセ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１０＋１４１：４７．１１� ２１．０�
３６ � イチバンサクラ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�槇本牧場 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４４４± ０１：４８．０５ ２５．３�
６１１ リンガフランカ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６ 〃 ハナ ６３．０�
７１４ パ ワ ー ラ ン 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介�川島牧場 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ３８．１	
２３ �� ケイエスシンケイト 牡４栗 ５７ 横山 典弘キヨシサービス
 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ４９２＋ ４１：４８．３２ ４．６�
１１ ワンダーグラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１８＋１２１：４８．４	 ８．３�
８１５�� ラガーチトセオー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠奥村 啓二氏 大久保龍志 門別 有限会社

飯田牧場 ４６２＋ ２１：４８．８２	 ８．９
１２ 
� イシヤクガルチ 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎瀬渡 良三氏 田所 秀孝 浦河 岡本牧場 ４８４－ ６１：４８．９クビ ８４．５�
３５ �
 スナークエベレスト 牡６鹿 ５７ 安藤 光彰杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４８２＋ ７１：４９．０� ９．９�
５１０�
 ナ リ タ ベ ガ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行
オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム ５０２－１２１：４９．１クビ ２６．６�
４７ 
 ブラックサベージ 牡４鹿 ５７ 上野 翔佐藤 松雄氏 柴田 政見 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ６１：４９．３１	 ３３２．４�
６１２
 テイエムアラムシャ �６鹿 ５７

５４ ▲藤岡 康太竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５０２＋１６１：４９．４� １７９．３�
８１６ サーユウジーン 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８２－ ４１：４９．５	 １２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２３７，４００円 複勝： ２１，２３４，６００円 枠連： ２７，７１１，６００円

普通馬連： ８０，８４８，２００円 馬単： ６９，０３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８４４，２００円

３連複： １１４，５７２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，４８７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ８００円 枠 連（２－７） ３９０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２，５２０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� １０，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６２３７４ 的中 � ３１６３３（２番人気）
複勝票数 計 ２１２３４６ 的中 � ４２５３１（１番人気）� ３７５３５（２番人気）� ４８４０（１１番人気）
枠連票数 計 ２７７１１６ 的中 （２－７） ５３６３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０８４８２ 的中 �� ６３９８５（２番人気）
馬単票数 計 ６９０３８６ 的中 �� ２５２５３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８４４２ 的中 �� １３４６０（２番人気）�� １９１９（３４番人気）�� ２４８２（２６番人気）
３連複票数 計１１４５７２４ 的中 ��� ７８９０（３４番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．７―１２．８―１２．９―１２．７―１２．８―１３．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．６―４２．４―５５．３―１：０８．０―１：２０．８―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウアズーロ �
�
父 トワイニング �

�
母父 Kris S. デビュー ２００３．７．２７ 小倉２着

２００１．４．２５生 牡６栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス ４３戦３勝 賞金 ４７，９９０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 テイエムアラムシャ号は，平成１９年６月２０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 クイックマリ号・ステレオタイプ号・タガノマイラバー号・ダカールシチー号・ロングエンパイヤ号・

ロングパイル号



１５０２１ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

かしこじま

賢 島 特 別
発走１４時１５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．５．２０以降１９．５．１３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１３� ウインレックス �６鹿 ５３ 熊沢 重文�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge
Farm, LLC ４５８－ ２１：０８．３ ７９．４�

５９ シゲルガンバレ 牡６鹿 ５４ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ２３．８�
３５ � スーパーワシントン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６０± ０１：０８．４クビ ３．５�
３６ 	 マッキーバクシン 牡４鹿 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４４４＋ ２ 〃 クビ １８．１�
５１０�� ブライティアアイ 牝５鹿 ５１ 藤岡 康太小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４８４＋ ２１：０８．５
 ６６．２�
４７ 	 リガードシチー 牡６鹿 ５６ 武 幸四郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ５００＋ ２ 〃 ハナ ７．０	
６１１� ブライトアイズ 牡５栗 ５４ 藤岡 佑介山上 和良氏 池江 泰寿 門別 佐々木牧場 ４８２－ ６１：０８．７１ １９．８

７１４ フミノバラード 牝６鹿 ５４ 角田 晃一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６４± ０１：０８．８
 ４．１�
８１７	 イケタイトル 牝５芦 ５１ 小池 隆生池田 豊治氏 小島 貞博 三石 森 俊雄 ４７４± ０１：０８．９� ２０．２�
１２ � フサイチバルドル 牡６鹿 ５６ 横山 典弘関口 房朗氏 古賀 史生 米 Claiborne

Farm ５００＋ ６ 〃 ハナ １４．５
６１２	� ワイルドソニック 牡５栗 ５４ 津村 明秀細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５２４＋１６１：０９．１
 ５９．２�
１１ � アスタートリッピー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Harold J

Plumley ４７６＋ ２１：０９．２クビ １０．３�
７１５	� シゲルダイハッカイ 牡４鹿 ５５ 安藤 光彰森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４５２± ０ 〃 アタマ ９４．７�
８１６	 ユ ー ロ ペ 牝４青鹿５０ 田面木博公伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４３２＋ ４ 〃 ハナ １１０．９�
２３ � ア ナ ナ ス 牡４鹿 ５５ 中舘 英二古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ ２０．６�
２４ 	� ストロベリードール 牝８黒鹿５２ 小林 徹弥山口 克己氏 本郷 一彦 門別 沼島 信博 ４７８＋ ４１：０９．３� ８８．９�
４８ � ノーモアクライ 牝４鹿 ５３ 川島 信二吉田 好雄氏 小崎 憲 米 Woods

Edge Farm ４８８＋ ４ 〃 ハナ １０．７�
８１８	 アースシャープ 牝５鹿 ５０ 田村 太雅松山 増男氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ４４６＋ ４１：０９．９３� １３６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，３１９，２００円 複勝： ３３，９８３，５００円 枠連： ３７，３４２，５００円

普通馬連： １４２，８１２，９００円 馬単： ９２，８４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，２０６，２００円

３連複： １５２，８７６，７００円 ３連単： ３４４，６８５，７００円 計： ８６６，０７４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ７，９４０円 複 勝 � １，９７０円 � ６２０円 � １７０円 枠 連（５－７） ３，５１０円

普通馬連 �� １１０，９５０円 馬 単 �� ２０３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９，８９０円 �� ８，６３０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １５９，８１０円 ３ 連 単 ��� １，３６７，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２５３１９２ 的中 � ２５１５（１４番人気）
複勝票数 計 ３３９８３５ 的中 � ３５９１（１５番人気）� １２５１６（１０番人気）� ７０８２２（１番人気）
枠連票数 計 ３７３４２５ 的中 （５－７） ７８６４（１６番人気）
普通馬連票数 計１４２８１２９ 的中 �� ９５０（１２９番人気）
馬単票数 計 ９２８４７３ 的中 �� ３３６（２５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６２０６２ 的中 �� ４４２（１２３番人気）�� １０２４（７８番人気）�� ４６９３（２３番人気）
３連複票数 計１５２８７６７ 的中 ��� ７０６（３２６番人気）
３連単票数 計３４４６８５７ 的中 ��� １８６（２２９８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．７―１１．４―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３２．８―４４．２―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインレックス �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Caerleon デビュー ２００３．８．１７ 新潟４着

２００１．２．２０生 �６鹿 母 Only Royale 母母 Etoile de Paris ２５戦３勝 賞金 ４８，９５６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オースチンローズ号・シセイヒカリ号・タムロスターディ号・ユウカージナル号



１５０２２ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�エメラルドステークス

発走１４時５０分 （芝・左）
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，５７�，牝馬２�
減

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４４ � ディアチャンス 牝６鹿 ５５ 横山 典弘寺田千代乃氏 清水 出美 浦河 笹地牧場 ４６８＋１０１：４６．２ ７．６�

７９ � イアオニードル 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４１：４６．３	 １５．１�

１１ �� コスモプラチナ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４１２＋ ４１：４６．６１
 ２４．２�
５５ �� マイネルポライト 牡４鹿 ５７ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ２．３�
２２ マヤノスターダム 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ２４．４�
６７ フィールドカイザー 牡４栗 ５７ 熊沢 重文地田 勝三氏 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ １８．１	
３３ � シゲルドントイケ 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎森中 蕃氏 坪 憲章 門別 和田農林（有） ４９０－ ２１：４６．７クビ ４２．０

８１１ ロックスピリッツ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４６．９１	 ２．８�
８１０ チョウカイフライト 牡８黒鹿５７ 中舘 英二�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７６－ ２１：４７．０クビ ５３．９�
７８ �� コスモテナシャス 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４７０± ０１：４７．２１� ２５．７
６６ � セレスステーラー 牡４栗 ５７ 石橋 守岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４５４＋１６ 〃 クビ ２８．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，８８１，０００円 複勝： ２６，９８５，３００円 枠連： ３０，２７５，３００円

普通馬連： １４２，９３３，６００円 馬単： １０５，３３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３９５，７００円

３連複： １２２，３７７，３００円 ３連単： ３８１，５７３，８００円 計： ８６９，７５８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３００円 � ６００円 � ６３０円 枠 連（４－７） ３，９９０円

普通馬連 �� ７，７９０円 馬 単 �� １６，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� １，７８０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ３５，７００円 ３ 連 単 ��� ２６３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２７８８１０ 的中 � ２９２８１（３番人気）
複勝票数 計 ２６９８５３ 的中 � ２６８８８（３番人気）� １１３５６（６番人気）� １０５９８（７番人気）
枠連票数 計 ３０２７５３ 的中 （４－７） ５６０３（１５番人気）
普通馬連票数 計１４２９３３６ 的中 �� １３５４９（２３番人気）
馬単票数 計１０５３３６８ 的中 �� ４８０４（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３９５７ 的中 �� ３８４７（２２番人気）�� ４５３７（１８番人気）�� ２２６２（３１番人気）
３連複票数 計１２２３７７３ 的中 ��� ２５３０（８５番人気）
３連単票数 計３８１５７３８ 的中 ��� １０６９（４７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．６―４７．７―５９．５―１：１１．５―１：２３．２―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ディアチャンス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００３．１０．１８ 京都３着

２００１．２．２生 牝６鹿 母 マルカムーンライト 母母 アヤテンリユウ ２７戦６勝 賞金 １１３，６４０，０００円



１５０２３ ５月２０日 晴 良 （１９中京２）第２日 第１１競走 ��
��２，３００�第２４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，１８．５．２０以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１８．５．１９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 １，１６２，０００円 ３３２，０００円 １６６，０００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

１２ � メイショウトウコン 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４４８± ０２：２６．８ ５．６�

８１５ ワンダースピード 牡５黒鹿５７ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７２＋ ４２：２６．９� ３１．８�
７１４ シャーベットトーン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ５２０＋ ４２：２７．０� １６．６�
３６ サ カ ラ ー ト 牡７栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ８．７�
４８ � マイネルボウノット 牡６青鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萩原 清 浦河 林 孝輝 ５２２－ ３ 〃 クビ ４８．２�
２３ � メイショウシャフト 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２０± ０２：２７．１� ５２．９	
７１３ ジ ュ レ ッ プ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２２：２７．３１	 １４２．３

５９ エイシンラージヒル 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎平井 豊光氏 中尾 秀正 米 Eishindo

Co., Ltd. ５１４＋１４２：２７．５１ ２８．４�
３５ �
 キクノアロー 牡４栃栗５８ 安藤 光彰菊池 五郎氏 目野 哲也 浦河 惣田 英幸 ５３０＋ ２２：２７．７１� ２．８�
４７ オリンピアンナイト 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 白老ファーム ５１２＋１０２：２７．８� ５．８
６１１ クワイエットデイ 牡７黒鹿５７ 角田 晃一 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４９６± ０２：２８．０１	 １９．０�
６１２� タガノサイクロン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４８０－ ４２：２８．２１ ９．１�
５１０ クーリンガー 牡８芦 ５７ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５３８－ ２２：２８．３� ５２．６�
８１６ アルファフォーレス 牡７栗 ５７ 岩崎 祐己 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム B５１２± ０２：２８．６２ １６７．４�
２４ アルドラゴン 牡６栗 ５７ 石橋 守�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ５１２＋ ４２：２９．１３ ２４．６�
１１ ラッキーブレイク 牡６鹿 ５７ 上村 洋行松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７４－ ２２：２９．２� ２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７４，３５１，１００円 複勝： ８６，６８５，９００円 枠連： ９４，０４８，２００円

普通馬連： ５２５，０１５，９００円 馬単： ３０９，６５７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０６，５４７，０００円

３連複： ４９３，９４３，３００円 ３連単： １，０８３，２２４，３００円 計： ２，７７３，４７２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � ８３０円 � ４７０円 枠 連（１－８） ５，０２０円

普通馬連 �� ８，９８０円 馬 単 �� １４，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７９０円 �� １，５３０円 �� ４，８１０円

３ 連 複 ��� ３９，７５０円 ３ 連 単 ��� ２１７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ７４３５１１ 的中 � １０５８５４（２番人気）
複勝票数 計 ８６６８５９ 的中 � １２３９３６（２番人気）� ２４０４３（１１番人気）� ４５７３７（６番人気）
枠連票数 計 ９４０４８２ 的中 （１－８） １３８３３（２１番人気）
普通馬連票数 計５２５０１５９ 的中 �� ４３１４８（３３番人気）
馬単票数 計３０９６５７０ 的中 �� １５９４４（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０６５４７０ 的中 �� ９３６２（３３番人気）�� １７５０３（１６番人気）�� ５３７４（５８番人気）
３連複票数 計４９３９４３３ 的中 ��� ９１７２（１２４番人気）
３連単票数 計１０８３２２４３ 的中 ��� ３６８３（６３７番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１２．５―１３．６―１２．８―１３．３―１３．８―１２．６―１２．２―１２．５―１２．６―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．３―１８．５―３１．０―４４．６―５７．４―１：１０．７―１：２４．５―１：３７．１―１：４９．３―２：０１．８―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウトウコン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００４．１２．１２ 中京３着

２００２．４．７生 牡５黒鹿 母 ルナースフィア 母母 ルナオーキッド ２６戦６勝 賞金 １７３，９５６，０００円
〔発走状況〕 ジュレップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） ２頭 タカオセンチュリー号・チーフシャトー号



１５０２４ ５月２０日 晴 良 （１９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１０分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４４ ミスティックリバー 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：４６．８ ４．３�

５７ ヤマニンアリエル 牝５青鹿５５ 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４７０＋ ４１：４６．９� ２０．０�
６８ エリモファイナル 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７４＋１０１：４７．１１� １６．４�
３３ � ミスティラブ 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４５０－ ６１：４７．２� １４．７�
１１ クリソプレーズ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：４７．３� ２．７�
６９ � クードゥシャンス 牝５栗 ５５ 武 幸四郎 �キャロットファーム 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ １５．３�
８１３ ヴ ァ ー チ ュ 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ２１：４７．４クビ １２．５	
７１０ キョウワノスター 牝６鹿 ５５

５２ ▲藤岡 康太林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４０＋ ６１：４７．５� １１３．６

２２ 	 テイエムヒスイ 牝４鹿 ５５ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４２８＋ ４１：４７．６� ４０．０�
４５ アイスドール 牝４栗 ５５ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６６＋２０１：４７．８１ ７．３�
８１２ シンシンマーキー 牝５芦 ５５ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４９２＋１４ 〃 ハナ ４０．１
７１１ ユニバーサル 牝６栗 ５５ 中舘 英二山本 敏晴氏 加藤 敬二 えりも えりも農場 ４５２＋１０１：４７．９� ２７．９�
５６ ナイスヴァレー 牝４栗 ５５ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３２＋ ６１：４８．０� ９．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，１４６，３００円 複勝： ３９，１９３，９００円 枠連： ４９，０２６，２００円

普通馬連： １８８，３５９，９００円 馬単： １３１，６８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６７９，９００円

３連複： １７６，３３８，７００円 ３連単： ４５６，１０６，６００円 計： １，１１５，５３４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ４８０円 � ４２０円 枠 連（４－５） １，１８０円

普通馬連 �� ４，１６０円 馬 単 �� ７，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� １，２４０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� １８，０５０円 ３ 連 単 ��� ９５，６００円

票 数

単勝票数 計 ３２１４６３ 的中 � ６０１０９（２番人気）
複勝票数 計 ３９１９３９ 的中 � ６９５１９（２番人気）� １９０４１（９番人気）� ２２２６７（７番人気）
枠連票数 計 ４９０２６２ 的中 （４－５） ３０８１４（４番人気）
普通馬連票数 計１８８３５９９ 的中 �� ３３４６０（１７番人気）
馬単票数 計１３１６８２８ 的中 �� １２９２８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６７９９ 的中 �� ７４２６（１６番人気）�� ８６１２（１５番人気）�� ４０５２（３２番人気）
３連複票数 計１７６３３８７ 的中 ��� ７２１２（６５番人気）
３連単票数 計４５６１０６６ 的中 ��� ３５２１（３２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．３―４７．５―５９．５―１：１１．６―１：２３．４―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ミスティックリバー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００６．３．２５ 阪神１０着

２００３．４．１０生 牝４黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky １４戦３勝 賞金 ３５，３０４，０００円



（１９中京２）第２日 ５月２０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 １８３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２８３，５９０，０００円
２，１００，０００円
８，３４０，０００円
８４０，０００円
２，７１０，０００円
３１，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，０６１，５００円
５，６５６，６００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
２７５，８４１，８００円
３１４，１０３，９００円
３６４，９８０，７００円
１，４８１，１７１，６００円
１，１１８，２４０，６００円
３４７，８５７，２００円
１，６７８，６８８，９００円
２，２６５，５９０，４００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 ７，８４６，４７５，１００円

総入場人員 ２７，５９４名 （有料入場人員 ２５，７５７名）




