
１５０１３ ５月２５日 曇 重 （２０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

２３ ス ワ ン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４５０＋２２１：０８．９ ６．４�

３６ リルティングソング 牝３栗 ５４ 石橋 守 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４６＋１６１：０９．２１� ２１．４�

４８ リトルビスケット 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４３６± ０１：０９．５１� ２．０�

１１ メ イ ブ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一岡部 一誠氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４４４＋ ８１：１０．１３� ４９．２�
６１１ ヤマニンファンシー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４６６＋２０１：１０．５２� ４．６�
３５ サマーナイトスター 牝３鹿 ５４ 河北 通吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ４ 〃 ハナ ８．７	
６１２ ゲイリーリバイバル 牝３栗 ５４ 竹之下智昭中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４４２＋ ８１：１０．６クビ ４９．５

５９ ブリーズヘイロー 牝３鹿 ５４ 木村 健中村 勝男氏 荒川 義之 新冠 石田牧場 ４７６＋１２１：１０．７� ９２．４�

（兵庫）

２４ コロナガール 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 健�信岡牧場 加藤 敬二 浦河 市川フアーム ４６８ ― 〃 アタマ ９８．８�

７１４ コアレスバード 牝３青鹿５４ 中村 将之小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８０＋ ６１：１１．０２ １９．２
７１５ ラガートップラン 牝３栗 ５４ 鮫島 良太奥村 啓二氏 大久保龍志 静内 今 牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ６８．７�
８１７ ダンツスイセイ 牝３青 ５４

５１ ▲田中 克典山元 哲二氏 田所 清広 新冠 土井牧場 ４４６＋ ６ 〃 アタマ １０５．９�
４７ ワキノキルシェ 牝３青鹿５４ 赤木高太郎脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ４０４＋ ６１：１１．２１ １０５．６�
１２ キタサンユキ 牝３青 ５４

５３ ☆浜中 俊�大野商事 須貝 彦三 静内 カタオカステーブル ４７２＋２０１：１１．４１� ２０．８�
８１８ ミスティックラヴ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大星野 壽市氏 梅内 忍 早来 ノーザンファーム ４１８－２０１：１１．５クビ １３８．０�
５１０ マーブルカーリー 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ３１０．９�
７１３ チ ャ ミ ス ル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ３９８＋ ２ 〃 クビ ２９３．４�
８１６ ピュアリップス 牝３鹿 ５４ 酒井 学真下 辰夫氏 服部 利之 静内 カタオカフアーム ４１４－ ２１：１２．５６ １５５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，５７２，０００円 複勝： １５，９１７，２００円 枠連： １１，２４２，９００円

普通馬連： ３９，１１６，１００円 馬単： ４１，２４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６９５，０００円

３連複： ６５，４８０，９００円 ３連単： 発売なし 計： １９６，２６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � ４５０円 � １１０円 枠 連（２－３） ２，１２０円

普通馬連 �� １０，７４０円 馬 単 �� １８，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ３３０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０５７２０ 的中 � １３０４２（３番人気）
複勝票数 計 １５９１７２ 的中 � １７３２２（４番人気）� ５２５１（７番人気）� ６８９５７（１番人気）
枠連票数 計 １１２４２９ 的中 （２－３） ３９１９（８番人気）
普通馬連票数 計 ３９１１６１ 的中 �� ２６９０（２７番人気）
馬単票数 計 ４１２４１２ 的中 �� １６８６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６９５０ 的中 �� １５３１（２０番人気）�� １０９９６（３番人気）�� ３５６３（９番人気）
３連複票数 計 ６５４８０９ 的中 ��� ９０５７（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．９―１１．７―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ワ ン �
�
父 High Chaparral �

�
母父 Polar Falcon デビュー ２００８．１．１９ 小倉２着

２００５．５．１０生 牝３鹿 母 コンシステンシー 母母 In Perpetuity ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアリップス号は，平成２０年６月２５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 アルモニー号・アンクルウォーター号・スイートメリー号
※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。



１５０１４ ５月２５日 曇 重 （２０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

６１１ ブレイブファイト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５０８－ ２２：００．５ １．３�

８１６ サクラサプライズ 牡３芦 ５６ 角田 晃一�さくらコマース羽月 友彦 静内 原 光彦 ４３６－ ４２：００．９２� ２４５．１�
１１ ナリタキングパワー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８－ ８ 〃 クビ ３０．４�
５９ スズカゲイル 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４１８＋ ２２：０１．０� １９．２�
４８ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４４４± ０２：０１．８５ ２５２．７�
３５ マイネルザパーム 牡３栗 ５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鮫島 一歩 三石 パラダイス・
ファーム ４５４－ ２２：０１．９クビ ８．８�

５１０ ホッカイハウラー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅	北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ４８８－ ６２：０２．６４ １００．３


１２ シゲルアスピレ 牝３栗 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４８０－ ８２：０２．８１� １８７．６�

３６ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 上村 洋行松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４６６－ ６２：０２．９クビ ５５．１�
７１３ クニサキマサオー 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４８２＋ ２２：０３．２１� ３１３．３
４７ アストロダッシャー 牡３黒鹿５６ 木村 健�田 信氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ５０２＋ ３ 〃 ハナ ９８．５�

（兵庫）

８１７ ノーブルプレッジ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 	社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－１４２：０３．６２� １０．７�

６１２ メイショウニケ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４７８＋ ２ 〃 アタマ ３２．４�
２４ フ ォ ル テ 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ４２：０４．３４ ２４５．１�
７１５ トーワヒヨシマル 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４６６＋ ４２：０４．４� ４２０．６�
８１８ アキノシャドー 牡３栗 ５６ 白坂 聡穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４４６＋ ６２：０４．５� ７３．２�
７１４ バンブーレブルー 牡３栗 ５６ 和田 竜二	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４８８＋ ２２：０５．５６ ５４．５�
２３ カワキタフウジン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ４８４－ ２２：０７．９大差 ３９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４２２，７００円 複勝： ３０，７０１，７００円 枠連： １２，７６６，７００円

普通馬連： ４２，０３０，４００円 馬単： ５３，９９３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１２９，０００円

３連複： ７０，４２４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２３８，４６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２，２００円 � ４００円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ９，４７０円 馬 単 �� １１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ６１０円 �� ２７，９２０円

３ 連 複 ��� ５８，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４２２７ 的中 � １００３１９（１番人気）
複勝票数 計 ３０７０１７ 的中 � ２３１１４１（１番人気）� １０３０（１３番人気）� ６８３９（５番人気）
枠連票数 計 １２７６６７ 的中 （６－８） ２２０２４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２０３０４ 的中 �� ３２７７（２１番人気）
馬単票数 計 ５３９９３６ 的中 �� ３５８６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１２９０ 的中 �� ８５８（２９番人気）�� ５８０９（５番人気）�� １１０（１０４番人気）
３連複票数 計 ７０４２４４ 的中 ��� ８９５（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．９―３４．０―４６．５―５９．２―１：１２．０―１：２４．３―１：３６．６―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ブレイブファイト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．３．３０ 阪神５着

２００５．４．２０生 牡３鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika ４戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カワキタフウジン号は，平成２０年６月２５日まで平地競走に出走できない。
※トーワヒヨシマル号は，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。



１５０１５ ５月２５日 曇 不良 （２０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

８１４ キクノサリーレ 牡３鹿 ５６
５５ ☆浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４８０± ０１：４６．１ ２．３�

４７ � チュウワキング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太中西 忍氏 大久保龍志 英 D. J. and
Mrs Deer ４５８＋ ４１：４６．３１� ４．６�

３４ シークレバー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７０－ ４１：４６．６２ ６９．０�
３５ シンゼンシンノスケ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 門別 竹島 幸治 ４４８＋１０１：４６．７� １３．３�
４６ サンライズアイ 牡３栗 ５６ 中村 将之松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４８４－ ２１：４７．３３� １１．６�
１１ ブ ッ カ ー ズ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大 �エクセルマネジメント大根田裕之 えりも エクセルマネジメント ４８２＋ ２１：４８．３６ ６．５�
５８ ペプチドトップガン 牡３栗 ５６ 木村 健沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ２３．６	

（兵庫）

２２ ポルックスダーク 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲田中 克典宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４９４＋ ８ 〃 クビ ３３．８


６１０ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４４０＋ ６１：４８．４クビ ６０．１�
６１１ セフティーダイチ 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 ５０４± ０１：４８．８２� １５１．１
７１３ タガノブラックヒル 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０２－ ６ 〃 ハナ ８８．０�
８１５ カズノブライアン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�中山牧場 加藤 敬二 浦河 中山牧場 ４７４ ―１：４８．９クビ ９．１�
２３ � エーシントゥーゴー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅平井 宏承氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４０８－１６１：４９．０� ５５．８�
５９ ダンツキッシン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４８８－ ６１：４９．４２� １１６．４�
７１２ メイショウカンスケ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９２＋ ６１：５１．０１０ ３７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，０６８，１００円 複勝： １９，３２１，５００円 枠連： １５，１１０，１００円

普通馬連： ５０，４８８，１００円 馬単： ５２，２５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９３２，３００円

３連複： ８２，２４９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２５０，４２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ７００円 枠 連（４－８） ２９０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，１７０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４０６８１ 的中 � ４９６６４（１番人気）
複勝票数 計 １９３２１５ 的中 � ７２２６８（１番人気）� ４１０５６（２番人気）� ３５５５（１０番人気）
枠連票数 計 １５１１０１ 的中 （４－８） ３９３４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０４８８１ 的中 �� ９０５７３（１番人気）
馬単票数 計 ５２２５３２ 的中 �� ５７５２９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９３２３ 的中 �� ２７６６９（１番人気）�� ３０７３（１３番人気）�� １７６５（２２番人気）
３連複票数 計 ８２２４９０ 的中 ��� １７８４４（９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．８―１３．２―１２．３―１２．４―１３．１―１２．３―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．９―４３．１―５５．４―１：０７．８―１：２０．９―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．３
１
３
３（６，５）（７，８）（９，１４）（２，１０）（１，１２）（４，１１）１３，１５・（３，６，５，８）（７，１４）－（９，１０）－（２，１）４－１１（１２，１３）１５

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

勝馬の
紹 介

キクノサリーレ �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．１１．１１ 東京２着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 ガイアローマン 母母 マツノエブエ ７戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔発走状況〕 シンゼンシンノスケ号は，枠入り不良。
※出走取消馬 マルブツワイルド号（疾病〔左寛跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 グレートメモリー号・トーワヒヨシマル号
※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。



１５０１６ ５月２５日 曇 重 （２０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３：０１．７良

３３ ワンダーハヤブサ 牡７黒鹿６０ 北沢 伸也山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４９２－１０３：０１．６レコード ８．３�

３４ デンシャミチ 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ４３：０２．７７ １４．８�
２２ ロードマジェスティ 牡６栗 ６０ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９６－１０ 〃 ハナ ２．２�
５８ アザンクール �５鹿 ６０ 高野 容輔山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ４３：０４．１９ １８．７�
６１０� マンノダイヤモンド 牝５栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４４８－ ６３：０４．３１� ９．７�
１１ ドングラシアス 牡４黒鹿５９ 仲田 雅興山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５０８＋１２ 〃 ハナ １４１．７�
７１２� クリノダイマオー 牡６黒鹿６０ 山本 康志栗本 博晴氏 萱野 浩二 早来 ノーザンファーム ４９４－２０３：０４．９３� ９６．２	
６９ ヤマカツマドンナ 牝４黒鹿５７ 菊地 昇吾山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４７８－ ８３：０６．８大差 ８７．０

８１４ ジョイフルティアラ 牝４黒鹿５７ 宗像 徹青木 照吉氏 中野渡清一 静内 ウエルネスファーム ４８２＋ ８３：０９．９大差 １５２．７�
４５ サンベルナール 牡４鹿 ５９ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４５６－ ４３：１０．４３ １００．６�
４６ マルカシリウス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１０± ０３：１１．１４ ２．７
５７ � トーアラストペニー 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚東亜駿馬� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９０－ ４３：１１．９５ １５２．５�
８１３ イグザクトリー 牡５栗 ６０ 金折 知則 �ノースヒルズマネ

ジメント 池添 兼雄 新冠 前川 隆範 ４８４＋ ８３：１２．３２� ４９．４�
７１１ メイショウイッテキ 牡８鹿 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 安田伊佐夫 門別 有限会社

ジィワンファーム ４９８－ ４３：２５．１大差 ５８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，９７４，７００円 複勝： １２，４３８，３００円 枠連： １４，１７７，０００円

普通馬連： ４２，５６９，４００円 馬単： ４７，６１９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，００８，２００円

３連複： ７８，３９０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２２０，１７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２１０円 � ３３０円 � １１０円 枠 連（３－３） ４，４００円

普通馬連 �� ３，７６０円 馬 単 �� ７，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ３７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１９７４７ 的中 � １１３８０（３番人気）
複勝票数 計 １２４３８３ 的中 � １１１４８（３番人気）� ５８５６（６番人気）� ５７０４８（１番人気）
枠連票数 計 １４１７７０ 的中 （３－３） ２３８３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４２５６９４ 的中 �� ８３６８（１２番人気）
馬単票数 計 ４７６１９２ 的中 �� ４４２８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３００８２ 的中 �� ２５５９（１３番人気）�� ９４４２（２番人気）�� ６２４６（５番人気）
３連複票数 計 ７８３９０９ 的中 ��� ２９２５８（６番人気）

上り １マイル １：４５．９ ４F ５０．９－３F ３８．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

ワンダーハヤブサ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００３．１１．３０ 京都２着

２００１．４．８生 牡７黒鹿 母 オオシマソフィー 母母 ベリースウイート 障害：２戦１勝 賞金 ８，５００，０００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） ３頭 ニケダイヤモンド号・ハーベストターフ号・フサイチオーパス号
（非抽選馬） ２頭 ダンスグランドゥ号・マルタカテンビー号



１５０１７ ５月２５日 曇 稍重 （２０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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

１２ スズカスパーク 牡３芦 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４９０－ ６１：４８．２ ６６．８�

６１１ メイショウジャイロ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆浜中 俊松本 和子氏 小島 貞博 浦河 富田牧場 ４６０－ ２１：４８．４１� １．４�

８１６ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４２８＋ ２１：４８．５� ２７．６�
２３ クレセントラン 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健橋場 勇二氏 清水 出美 白老 白老大須賀
牧場 ４８８－ ２１：４８．６� １５４．５�

８１５ ゴルディオス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：４８．７クビ ７．１�
６１２ ケイアイエポック 牡３青鹿５６ 長谷川浩大亀田 守弘氏 西浦 勝一 静内 佐竹 学 B４８０± ０１：４８．８� １１．６�
５１０ ブルーセレネ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 	ブルーマネジメント本田 優 門別 いとう牧場 ４５４＋ ２１：４９．０１� １２．９

３５ デルマカペラ 牝３黒鹿５４ 梶 晃啓浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４４６－ ４１：４９．２１� ２６０．０�
１１ 	 エーシンベロシティ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Winches-

ter Farm ４３４－ ４１：４９．３� ２７．３�
５９ トロピカルロマンス 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４３４＋ ２１：４９．５１� ８７．５
４７ ホークウィンザー 牡３芦 ５６ 赤木高太郎小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３０± ０１：４９．６クビ ３２．９�
３６ ウイスキージャック 牡３鹿 ５６ 角田 晃一�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０１：４９．８１� ５９．３�
４８ メイショウキール 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ２１：５０．２２� ８８．３�
７１４ リッショウユーザー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 ４０２ ― 〃 ハナ １１９．９�
２４ ハードパティシエ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １１２．８�
７１３ ベイビーワンカフェ 牝３青 ５４ 熊沢 重文平賀 修二氏 田所 清広 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４－ ８１：５１．７９ ６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０１２，８００円 複勝： ４６，５１６，１００円 枠連： １９，１６５，８００円

普通馬連： ５５，１９２，７００円 馬単： ７０，７６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７８９，５００円

３連複： １０１，１９１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，６３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６８０円 複 勝 � １，１１０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（１－６） ９１０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� １２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ７，９３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １６，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０１２８ 的中 � ２１２６（９番人気）
複勝票数 計 ４６５１６１ 的中 � ３２８３（１２番人気）� ３４６２５２（１番人気）� ９２７７（６番人気）
枠連票数 計 １９１６５８ 的中 （１－６） １５６５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５１９２７ 的中 �� １２９４１（９番人気）
馬単票数 計 ７０７６２５ 的中 �� ４２１０（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７８９５ 的中 �� ３７０７（１３番人気）�� ５８０（５７番人気）�� ８５９４（６番人気）
３連複票数 計１０１１９１５ 的中 ��� ４５２３（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．１―５８．８―１：１１．２―１：２３．６―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
１
３
１５－（１０，１３，１４）－（２，１１）８，１（３，４）１６－５－（７，９）１２，６
１５，１０，１４，１１（２，１３，８）（３，１６）（１，６）（４，１２）５（７，９）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカスパーク �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Thirty Eight Paces デビュー ２００８．５．１１ 京都１２着

２００５．３．３１生 牡３芦 母 サーティエイトゴーゴー 母母 Dronette ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウキール号の騎手船曳文士は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。

ベイビーワンカフェ号の騎手熊沢重文は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ファド号



１５０１８ ５月２５日 曇 稍重 （２０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

２２ ポーラーライツ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４７８－ ６２：００．７ ３．４�

６９ コーニングストーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７６＋ ２２：００．９１� ４．０�

７１１ ダークジャケット 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４８２－１６２：０１．０� ５．４�

８１３ シ ャ ロ ー ム 牡３栗 ５６ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ７０．０�
３３ マイネルアテッサ 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ４．０�
６８ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４５２＋ ４２：０１．１クビ １４３．５	
４４ � ゼットスピール 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４６８－ ２ 〃 クビ １０．７

５６ マルサンリターン 牡３鹿 ５６ 石橋 守松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム B４５８－ ２２：０１．２� １３１．５�
４５ クリノコブオー 牡３鹿 ５６ 酒井 学栗本 博晴氏 武田 博 新冠 加藤ステーブル ４２２－ ２ 〃 クビ ２２．２�
１１ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６ 木村 健土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 ４９６＋ ６２：０１．６２� １１７．８

（兵庫）

８１２ パリスエトランゼル 牝３鹿 ５４ 上村 洋行 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：０１．７� １５．８�
７１０ ランドフロンティア 牡３栗 ５６ 鮫島 良太木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５２－１０２：０２．４４ １６０．６�
５７ サザンジェネラル 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健山本 茂氏 小島 貞博 三石 本桐牧場 ４５６＋ ４２：０３．０３� ３３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９９９，２００円 複勝： １７，５５８，６００円 枠連： １３，２２４，９００円

普通馬連： ５４，９５１，５００円 馬単： ５３，５４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７５１，６００円

３連複： ８０，０４３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４９，０７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（２－６） ７３０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３９９９２ 的中 � ３２６６２（１番人気）
複勝票数 計 １７５５８６ 的中 � ３５２２９（２番人気）� ３５６０６（１番人気）� ２６８１９（４番人気）
枠連票数 計 １３２２４９ 的中 （２－６） １３４６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４９５１５ 的中 �� ５４７３６（１番人気）
馬単票数 計 ５３５４９７ 的中 �� ２８４１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７５１６ 的中 �� １５７４１（１番人気）�� ９６４９（５番人気）�� １１２３９（４番人気）
３連複票数 計 ８００４３１ 的中 ��� ５２７６６（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１３．０―１２．９―１２．６―１２．２―１２．０―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３４．４―４７．４―１：００．３―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．１―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポーラーライツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sheikh Albadou デビュー ２００７．１２．２２ 阪神２着

２００５．３．７生 牡３鹿 母 プレイズポーラ 母母 ポーラリヴァール ７戦２勝 賞金 １８，６４４，０００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。



１５０１９ ５月２５日 曇 稍重 （２０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

５９ オリオンスターズ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５０２± ０１：０７．８ ３．０�

８１６ ハングインゼア 牝４鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４１８－ ２１：０８．８６ ４２．５�

８１８� ボストンカラーズ 牡４栗 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５６０－ ４１：０９．０１� １６．８�
７１４	 デスコベルタ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４８４＋ ２ 〃 クビ ４．７�
２３ � タガノマスタング 牡５栗 ５７ 小原 義之八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４８８＋ ２ 〃 アタマ １９．７�
１２ サンタナイト 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４８２＋ ６ 〃 アタマ ４８．７�
２４ バロンハーバー 牡５栗 ５７ 和田 竜二田中 博之氏 平井 雄二 平取 二風谷ファーム B４９２－１０１：０９．１
 ４１．６	
８１７	 ゼネラルメデューム 牝４鹿 ５４ 川田 将雅田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４５２－ ４ 〃 アタマ １６．２

７１５ フミノウインダム 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４５６＋ ２１：０９．２
 ６．１�
１１ エリモブラスト �５栗 ５７ 赤木高太郎山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ２１：０９．３� ８．８�
７１３ カシノマイケル 牡５青鹿 ５７

５４ ▲田中 克典柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６－ ４１：０９．４クビ ２６．７
３５ カシノダンク 牡４鹿 ５７ 木村 健柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ３６．３�

（兵庫）

４７ ウ レ ッ コ 牝４鹿 ５５ 中村 将之角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２６－ ８ 〃 ハナ １７．７�
３６ エースデヨバン 牡６黒鹿５７ 鮫島 良太�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４６２－ ２１：０９．６１ ２８．０�
４８ � マイグッドフェロー 牡４鹿 ５７

５４ ▲田中 健小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４３８－ ２１：０９．８１� ９７．２�
６１２ セフティービヨンド 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０２－ ２１：０９．９
 ６８．７�
６１１ カルストンチーター 牡４青 ５７ 熊沢 重文清水 貞光氏 大根田裕之 様似 �村 伸一 ４６４＋ ６１：１０．０� １８８．８�
５１０ ファンドリコンドル 牡５鹿 ５７ 角田 晃一水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 B４５８＋ ６１：１１．９大差 １３６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，４３５，０００円 複勝： ２２，０３１，８００円 枠連： ２３，００８，５００円

普通馬連： ７１，３６０，６００円 馬単： ６４，０８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５７７，２００円

３連複： １０８，１０８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３２５，６１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，１６０円 � ５９０円 枠 連（５－８） １，０３０円

普通馬連 �� ７，３２０円 馬 単 �� １１，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７１０円 �� １，０６０円 �� １２，４１０円

３ 連 複 ��� ３８，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４３５０ 的中 � ４３８０７（１番人気）
複勝票数 計 ２２０３１８ 的中 � ４９４４８（１番人気）� ３９４９（１３番人気）� ８４１４（９番人気）
枠連票数 計 ２３００８５ 的中 （５－８） １６４９７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７１３６０６ 的中 �� ７１９９（３１番人気）
馬単票数 計 ６４０８８６ 的中 �� ４０８３（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５７７２ 的中 �� １３４７（３９番人気）�� ４９６６（８番人気）�� ３９７（８８番人気）
３連複票数 計１０８１０８３ 的中 ��� ２０８０（１１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．１―１１．３―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．６―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンスターズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．７．８ 阪神２着

２００４．５．８生 牡４黒鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー ６戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンドリコンドル号は，平成２０年６月２５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） １頭 クロズキン号
（非抽選馬） ２頭 ウエストワード号・マッキーバクシン号
※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２５日 曇 不良 （２０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

１２ ショウナンサリーレ 牝５青 ５５ 岩田 康誠�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７２± ０１：４４．４ ６．９�

３５ � マチカネタマカズラ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三細川 益男氏 池江 泰郎 米 WinStar
Farm, LLC ５１６－ ６１：４４．６１� ８．４�

６１２ スピードウエル 牡４鹿 ５７
５４ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ２７．０�

８１６ メイショウトンボ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４９２＋ ６１：４４．８１� ２５．７�
２４ �	 カネトシソレイユ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４７６－１４１：４５．１１
 ７７．２�
６１１ サ バ ス デ イ 牡４黒鹿５７ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６１：４５．３１ ３．１�
３６ シゲルカイノセ 牡５栗 ５７ 角田 晃一森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下農場 ５００－ ８ 〃 ハナ ９６．６	
４８ ロングエンパイヤ 牡５鹿 ５７ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １１．８

７１４ ロフティソル 牡５栗 ５７ 小坂 忠士大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４９４＋ ４１：４５．４� ４７．７�
８１５ サンレイキング 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 静内 岡野牧場 B５００± ０ 〃 クビ １４３．６�
５１０ バイオレットピース 牡４栗 ５７ 中村 将之中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B４６０± ０ 〃 アタマ ４．９
５９ 	 オラクルメサイア 牡４鹿 ５７ 木村 健前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ２１：４５．５� ５８．３�

（兵庫）

２３ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４２４＋１２１：４６．７７ ３３．７�
１１ ナムラコロナ 牝４栗 ５５

５２ ▲田村 太雅奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４７６＋ ２１：４７．４４ ２７．０�
７１３� アグネストップ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas

Arnold ４９８＋２２ （競走中止） ６．０�

（１５頭）
４７ � サムライタイガース 牡４鹿 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ５２６＋１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，６０３，６００円 複勝： １７，５１２，２００円 枠連： １８，８９０，３００円

普通馬連： ４８，３６８，１００円 馬単： ３９，３８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３４１，７００円

３連複： ５５，４１４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２０７，５２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２８０円 � ３３０円 � ６２０円 枠 連（１－３） ３，３３０円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ５，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ２，０４０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� １７，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １３６０３６（返還計 ６１１９４） 的中 � １５６８７（４番人気）
複勝票数 差引計 １７５１２２（返還計 ５５３２５） 的中 � １８２２１（４番人気）� １４４７８（６番人気）� ６６７９（７番人気）
枠連票数 差引計 １８８９０３（返還計 ６６１４） 的中 （１－３） ４１９５（１６番人気）
普通馬連票数 差引計 ４８３６８１（返還計３２４４３２） 的中 �� １３３８４（１１番人気）
馬単票数 差引計 ３９３８９４（返還計２９５１９２） 的中 �� ５３９９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４３４１７（返還計 ７８４４８） 的中 �� ３６７２（１１番人気）�� １７０９（２２番人気）�� １４７７（２８番人気）
３連複票数 差引計 ５５４１４９（返還計６０３０１１） 的中 ��� ２２９４（５３番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１３．１―１１．９―１１．９―１２．９―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．３―４２．４―５４．３―１：０６．２―１：１９．１―１：３１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．２
１
３
１，２（５，６）（１１，１２）１０（９，１５）１６（４，１３）１４，８，３・（１，２，６）（５，１２）１１－（１０，１５）（９，１６）（８，３）（４，１４）

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサリーレ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．８．７ 小倉１着

２００３．２．２０生 牝５青 母 ラスキンウォーク 母母 Air Distingue １９戦３勝 賞金 ２７，３２０，０００円
〔競走除外〕 サムライタイガース号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 アグネストップ号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯断裂〕を発症したため向正面で競走中止。
※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） １頭 シクンシ号
（非抽選馬） ４頭 コアレスガバナー号・スズカフェロー号・トップオブオナー号・ヒシヴェンチャー号
※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。



１５０２１ ５月２５日 曇 稍重 （２０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，１９．５．１９以降２０．５．１８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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１５ メイショウバレーヌ 牝４栗 ５３ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５８－ ６１：０８．６ ４４．７�

５１０ ライブリシュロム 牡５栗 ５４ 石橋 守加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ２４．５�
３６ � エーシンエフダンズ 牡４黒鹿５６ 赤木高太郎平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５０６＋ ８１：０８．７� ３．８�
１１ ビーチフェスタ 牝５黒鹿５２ 川田 将雅 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：０８．８� １７．１�
７１４ クィーンマルトク 牝６青 ５３ 梶 晃啓高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４７４＋２４ 〃 クビ ４８．５�
４８ エーシンビーエル 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３２＋ ８１：０８．９クビ １４．２�
８１８ ベ レ ッ ツ ァ 牝５黒鹿５３ 浜中 俊�ターフ・スポート中尾 正 三石 土田農場 ４３６－ ２ 〃 ハナ ４．６	
１２ メイショウモア 牡６鹿 ５３ 生野 賢一松本 好雄氏 増本 豊 静内 増本牧場 ４５２－ ６１：０９．０� １０４．０

６１２ キングスベリー 牝４鹿 ５３ 鮫島 良太�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ７．３�
４７ � ヒシワンスモア 牝５黒鹿５２ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４１８－ ２１：０９．１クビ ５３．７�
８１７� テイエムスカット 牝５鹿 ５０ 岩崎 祐己竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 競優牧場 ４８２－ ８１：０９．３１� ７４．４
２４ � ウィズディクタット 牡４青鹿５６ 佐藤 哲三加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９２＋ ６１：０９．５１� １４．５�
２３ スプリングタピアン 牝６栗 ５３ 木村 健加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １１．０�

（兵庫）

５９ オースチンローズ 牝６鹿 ５３ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４７２＋１０１：０９．６� １６．８�
８１６ テイエムカゲムシャ 牡４栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ４７８± ０１：０９．８	 １４．６�
７１３ シルクゾディアック 牡５青鹿５６ 岩田 康誠有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ５０２＋１０１：１０．２２� １８．３�
３５ フェザーウイング 牡４栗 ５５ 酒井 学鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 ５００－ ８１：１０．３	 ２１．１�

（１７頭）
６１１ シャトルタテヤマ 牝４鹿 ５３ 長谷川浩大辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４８２＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，０４０，５００円 複勝： ３３，１５１，８００円 枠連： ３４，６５１，２００円

普通馬連： １２１，７２６，０００円 馬単： ７３，４９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５０４，７００円

３連複： １３４，９８３，３００円 ３連単： ２９７，３６１，１００円 計： ７４８，９１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４７０円 複 勝 � ９４０円 � ５４０円 � １９０円 枠 連（５－７） ５，２８０円

普通馬連 �� ４３，１９０円 馬 単 �� ７３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，４７０円 �� ４，８５０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ９５，７９０円 ３ 連 単 ��� ６８３，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２０４０５（返還計 ８５２２） 的中 � ３８９１（１３番人気）
複勝票数 差引計 ３３１５１８（返還計 ９８０３） 的中 � ７７０８（１３番人気）� １４５８４（９番人気）� ６０７８５（１番人気）
枠連票数 差引計 ３４６５１２（返還計 ３１８７） 的中 （５－７） ４８４４（２４番人気）
普通馬連票数 差引計１２１７２６０（返還計１１１７７４） 的中 �� ２０８０（９４番人気）
馬単票数 差引計 ７３４９６５（返還計 ６３２８５） 的中 �� ７３５（１７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３１５０４７（返還計 ２７１００） 的中 �� ８０８（８９番人気）�� １５９０（６０番人気）�� ４３０６（２１番人気）
３連複票数 差引計１３４９８３３（返還計２０３８９４） 的中 ��� １０４０（２７１番人気）
３連単票数 差引計２９７３６１１（返還計４３２５９９） 的中 ��� ３２１（１８３８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．９―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．８―３２．７―４４．５―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバレーヌ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．２５ 京都２着

２００４．３．７生 牝４栗 母 ビワハルカゼ 母母 プリンセストリステ １６戦３勝 賞金 ５６，４３０，０００円
〔競走除外〕 シャトルタテヤマ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 テイエムスカット号の騎手岩崎祐己は，最後の直線コースで外側に斜行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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アキノパンチ号・コアレスパレード号・シゲルダイノウカイ号・セレスダイナミック号・セレブラール号・

ダイアモンドヘッド号・タケイチゼット号・チアズウイナー号・テイエムオペレッタ号・テイエムカチボシ号・
ハッピームード号・ヒノトリ号・ヤクモソニック号・ラストモア号・リトルホープ号

※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。



１５０２２ ５月２５日 曇 稍重 （２０中京２）第２日 第１０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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

６１０ ブリトマルティス 牝４鹿 ５５ 酒井 学吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３８＋ ２１：４６．６ １４．９�

１１ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５８＋ ４１：４６．９１� ６．３�
８１３ カネトシリベルテ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ２３．５�
３３ タガノグラマラス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－１２ 〃 ハナ ４．４�
５８ クラウンプリンセス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：４７．１１� １６．８�
７１１ アドマイヤスペース 牝４芦 ５５ 柴原 央明近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ６１：４７．２	 ２０．５�
８１４ ファランドール 牝６鹿 ５５ 浜中 俊 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４４２± ０１：４７．５１� ２３．８

４６ コスモプラチナ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４２０－ ４ 〃 クビ ２５．４�
３４ イチゴイチエ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６２＋１６１：４７．６	 １６．４�
６９ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �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 ４５８－ ２ 〃 ハナ １０．４
４５ フミノサチヒメ 牝５栗 ５５ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４４８＋ ２１：４７．８１� ５６．８�
７１２ セラフィックロンプ 牝４青鹿５５ 角田 晃一井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ３．０�
２２ シールビーバック 牝６栗 ５５ 中村 将之	富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４７２－ ４１：４７．９� ３２．２�
５７ ユキノマーメイド 牝５栗 ５５ 石橋 守井上 基之氏 保田 一隆 静内 服部 牧場 ４７２－ ８１：４８．１１	 ２８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，５２３，９００円 複勝： ４１，３４７，２００円 枠連： ３５，４１７，４００円

普通馬連： １５３，５５４，６００円 馬単： ９４，９２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３７４，１００円

３連複： １５４，０８０，２００円 ３連単： ３５２，７２０，０００円 計： ８９８，９４０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４３０円 � ２４０円 � ８７０円 枠 連（１－６） １，８９０円

普通馬連 �� ５，６２０円 馬 単 �� １２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ４，６４０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ５６，３５０円 ３ 連 単 ��� ３４５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３０５２３９ 的中 � １６１６５（５番人気）
複勝票数 計 ４１３４７２ 的中 � ２５０６６（６番人気）� ５２５８１（３番人気）� １０９０７（１２番人気）
枠連票数 計 ３５４１７４ 的中 （１－６） １３８６６（９番人気）
普通馬連票数 計１５３５５４６ 的中 �� ２０１７４（２４番人気）
馬単票数 計 ９４９２３５ 的中 �� ５８３１（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３７４１ 的中 �� ４４６２（２１番人気）�� １９１３（６３番人気）�� ２７４７（４０番人気）
３連複票数 計１５４０８０２ 的中 ��� ２０１８（１８０番人気）
３連単票数 計３５２７２００ 的中 ��� ７５４（１００１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１１．９―１２．０―１２．１―１２．１―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．７―５８．７―１：１０．８―１：２２．９―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブリトマルティス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００７．１．２７ 小倉６着

２００４．６．９生 牝４鹿 母 アマートベン 母母 スマートギニー １５戦４勝 賞金 ５４，７３５，０００円



１５０２３ ５月２５日 曇 重 （２０中京２）第２日 第１１競走 ��
��２，３００�第２５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，１９．５．１９以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．５．１８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 １，１６２，０００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
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

２３ ヤマトマリオン 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４６２± ０２：２４．０ １０２．２�

６１２ ラッキーブレイク 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８４＋ ８２：２４．１� １３８．７�
３５ � フィフティーワナー 	６黒鹿５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Mr. & Mrs. George

S Hofmeister ４９０－ ２ 〃 アタマ ４．４�
６１１ ワンダースピード 牡６黒鹿５７ 角田 晃一山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７０－ ２ 〃 アタマ ３．４�
２４ マルブツリード 牡５栗 ５７ 長谷川浩大大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５０４＋ ６２：２４．２� ２３．０�
３６ ロングプライド 牡４鹿 ５７ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５１６－ ６２：２４．３クビ ８．１�
５１０
 アルドラゴン 牡７栗 ５７ 木村 健�エーティー 田中 範雄 新冠 石田牧場 ５３２－ ６ 〃 クビ ３４．３	

（兵庫） （兵庫）

７１４ ゲイルバニヤン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８０＋ ４ 〃 同着 １６．９

４８ トーセンアーチャー 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：２４．４クビ １７．０�
１２ メイショウトウコン 牡６黒鹿５８ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４５８－ ２２：２４．５� ７．０
１１ サンライズバッカス 牡６黒鹿５８ 佐藤 哲三松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２２：２４．６� ５．１�
７１３ ケアレスウィスパー 牝４栗 ５５ 上村 洋行吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２２：２４．８１ ９０．０�
８１６ マイネルボウノット 牡７青鹿５７ 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萩原 清 浦河 林 孝輝 ５３２＋ ８２：２５．１２ １０４．３�
４７ メイショウシャフト 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１８－１０２：２５．２� １１３．０�
８１５ サ ヨ ウ ナ ラ 牝７栗 ５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４９６＋ ５２：２５．６２� ５３．１�
５９ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２０－ ４２：２５．７クビ ５１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８０，５７０，１００円 複勝： １０６，９５０，５００円 枠連： ９５，９１１，１００円

普通馬連： ５０８，１２１，４００円 馬単： ２９９，９５４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，２５２，１００円

３連複： ５４３，０７０，２００円 ３連単： １，２１１，１８６，９００円 計： ２，９６１，０１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，２２０円 複 勝 � ２，４９０円 � ２，５６０円 � ２２０円 枠 連（２－６） ４，７３０円

普通馬連 �� １６０，０５０円 馬 単 �� ３１４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８，０００円 �� ７，７７０円 �� １０，３６０円

３ 連 複 ��� ６９４，６１０円 ３ 連 単 ��� ５，１３７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ８０５７０１ 的中 � ６２１５（１３番人気）
複勝票数 計１０６９５０５ 的中 � ９６９７（１２番人気）� ９４４１（１３番人気）� １７１０５１（３番人気）
枠連票数 計 ９５９１１１ 的中 （２－６） １４９８９（２０番人気）
普通馬連票数 計５０８１２１４ 的中 �� ２３４３（１１１番人気）
馬単票数 計２９９９５４７ 的中 �� ７０５（２２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５２５２１ 的中 �� １００９（１０８番人気）�� ３６６４（５７番人気）�� ２７３９（６７番人気）
３連複票数 計５４３０７０２ 的中 ��� ５７７（４６７番人気）
３連単票数 計１２１１１８６９ 的中 ��� １７４（２８６３番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１２．５―１３．０―１３．２―１３．０―１３．３―１１．９―１１．９―１２．２―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．３―１８．５―３１．０―４４．０―５７．２―１：１０．２―１：２３．５―１：３５．４―１：４７．３―１：５９．５―２：１１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマトマリオン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．１０．１５ 京都２着

２００３．３．２３生 牝５鹿 母 ヤマトプリティ 母母 ヤマトビューテイ １９戦４勝 賞金 １３４，２０８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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２５日 晴 重 （２０中京２）第２日 第１２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

３５ ホワイトベッセル 牡４白 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：４４．０ ８．４�

７１４ ス ペ ラ ー レ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２－ ４１：４４．２１� ３．５�
７１３� アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４６４－１２１：４４．６２	 ６．２�
６１２ ギブソンガール 牝４青鹿 ５５

５２ ▲田中 健齊藤四方司氏 沖 芳夫 静内 千代田牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １８．０�
４８ マルブツブラボー 牡７青鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊大澤 毅氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ７１．７�
１２ セフティーローレル 
７鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６２＋１２ 〃 ハナ ２１．３�
２４ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 柴原 央明古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４５４－ ４１：４４．８１ ４．３	
２３ ヤクモキャット 牡５青鹿５７ 佐藤 哲三
山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４５４＋ ４１：４５．０１ １４．９�
３６ ホーマンクラフト 牡５鹿 ５７ 角田 晃一久保 久人氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２６± ０１：４５．２１� ８．８�
１１ ドリームホマレ 牡６栗 ５７ 難波 剛健林 順子氏 武田 博 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４２４＋ ２１：４５．４１� １０７．６
５９ � トワイライトワルツ 牝６鹿 ５５

５２ ▲田中 克典伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４８０－ ６１：４５．７２ １２．７�

４７ ト ム ト ッ プ 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７０＋ ４１：４５．９１� ８９．０�
８１６ ディープスマート 牝５栗 ５５ 北村 浩平深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ２１：４６．１１� ７９．４�
５１０ テイエムバクシン 牡４栗 ５７ 小林 徹弥竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 佐藤 正光 ５０４－ ８１：４６．４２ ７０．０�
６１１ セイウンハレルヤ 牝４鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士西山 茂行氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４３４－ ２ 〃 クビ ９３．６�

８１５ ヒシポラリス 牡４鹿 ５７ 山本 康志阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 ４８４－１０１：４６．７２ ５０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，００７，２００円 複勝： ４７，３８０，９００円 枠連： ４７，３０１，７００円

普通馬連： １７１，５３２，６００円 馬単： １１２，２３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６７８，８００円

３連複： １８２，５１３，５００円 ３連単： ４３５，６３５，９００円 計： １，０７５，２８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２５０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（３－７） ４９０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� １，０１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３６００７２ 的中 � ３３９５６（４番人気）
複勝票数 計 ４７３８０９ 的中 � ４１２１８（５番人気）� １０９３９８（１番人気）� ６２３５６（３番人気）
枠連票数 計 ４７３０１７ 的中 （３－７） ７２２６５（１番人気）
普通馬連票数 計１７１５３２６ 的中 �� ６３６３０（６番人気）
馬単票数 計１１２２３９２ 的中 �� １８４４７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６７８８ 的中 �� １２３９５（７番人気）�� ９９２２（１３番人気）�� ２８４２２（２番人気）
３連複票数 計１８２５１３５ 的中 ��� ３８５７１（６番人気）
３連単票数 計４３５６３５９ 的中 ��� １４６７６（４３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．６―１２．７―１２．５―１２．５―１２．４―１１．９―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―２９．８―４２．５―５５．０―１：０７．５―１：１９．９―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
１
３
１４（１６，６）（５，１２）４（１，７，１３）２（８，９）１５（３，１０，１１）
１４，６（５，１２）１３（１，１６，２，７）４（８，３，９）（１０，１５）－１１

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

勝馬の
紹 介

ホワイトベッセル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．２．１８ 京都３着

２００４．３．１８生 牡４白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド ７戦３勝 賞金 ２４，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３２頭 アイアンキング号・アクセルファイヤー号・アグネスラック号・アドマイヤマジン号・アレクシオス号・

アートオブウォー号・アールヌーヴォー号・ヴィアラクテア号・エイシンイッパツ号・エイシンハンコック号・
コクシムソウ号・コスモアブソルート号・ゴールドイモン号・スプリングザスパ号・スマイルハヅキ号・
スリーキセキ号・ゼンノマルビナス号・チェリーロビン号・ツルマルローレル号・ティンバールーカン号・
デマントイドリバー号・トシセント号・ニッシンテースト号・ヒラボクオウショー号・ブルーフェアプレー号・
ボーナスフィーバー号・マイネルカンターレ号・マイネルマニセス号・マチカネニオウミヤ号・
メイショウウーキー号・ルアシェイア号・ワールドドン号



（２０中京２）第２日 ５月２５日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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

２８３，５９０，０００円
２，１３０，０００円
２６，０５０，０００円
２，８１０，０００円
３１，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８０１，０００円
５，８８６，８００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
２８３，２２９，８００円
４１０，８２７，８００円
３４０，８６７，６００円
１，３５９，０１１，５００円
１，００３，５１１，３００円
３５２，０３４，２００円
１，６５５，９５０，２００円
２，２９６，９０３，９００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 ７，７０２，３３６，３００円

総入場人員 ２３，９５８名 （有料入場人員 ２２，３１８名）




