
１５０２５ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

３５ アグネスラック 牝３芦 ５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：４７．５ ４．０�

１１ ケイアイシャープ 牝３鹿 ５４ 武 豊亀田 守弘氏 加用 正 静内 松田 三千雄 ４３２± ０１：４７．８２ １．７�
４８ � スズカゲラン 牝３青鹿５４ 河北 通永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 B４７４＋ ６１：４８．３３ ７．３�
７１３ アイファーエキスポ 牝３栗 ５４ 小牧 太中島 稔氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４１８＋ ６１：４８．６１� １６．４�
５９ � ホクザンワンダフル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４５２＋ ２ 〃 クビ ９．７�
２４ � クリオネビコー 牝３鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４２２＋ ６１：４９．２３� １３４．０�
５１０� チャームオペラ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲北村 友一タマモ� 柴田 政見 静内 前田牧場 ４５２－ ６１：４９．６２� ９６．３	
３６ ルスナイレンジャー 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾
�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ２１：４９．９２ ２２７．６�
７１４ シゲルジコバイバイ 牝３栗 ５４ 池添 謙一森中 蕃氏 須貝 彦三 三石 沖田 繁 ４５４＋ ６１：５０．１１� ２２８．０�
６１２ ファームウィル 牝３鹿 ５４ 本田 優�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４６６－１０１：５０．２� ２８．１
２３ � ハッピームード 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典吉田 照哉氏 須貝 彦三 千歳 社台ファーム ４２６± ０ 〃 クビ ８２．９�
８１６ ピュアパッション 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 
フジワラ・ファーム 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ４１４－ ４１：５０．７３ ７５１．０�
８１５�� シゲルシサンカブ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 北光牧場 ４８６－ ４１：５１．０２ ４１．５�
１２ �� クリノサンシャイン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中村 将之栗本 博晴氏 谷 潔 平取 北島牧場 ４９８－１０１：５１．２１ ２６３．８�
６１１ マチカネワカナ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦細川 益男氏 沖 芳夫 門別 待兼牧場 ４６６＋ ６１：５１．４１� ２５４．９�
４７ � メトロネイチャ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文太田 廣子氏 木原 一良 新冠 赤石 久夫 ４１０－ ２１：５２．０３� ４１４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２０１，２００円 複勝： ２０，８９９，１００円 枠連： １６，９０２，２００円

普通馬連： ６２，７４１，２００円 馬単： ７４，２７２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２７３，０００円

３連複： ９９，５２３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，８１３，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－３） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６２０１２ 的中 � ３２４２７（２番人気）
複勝票数 計 ２０８９９１ 的中 � ３９１０４（２番人気）� ７２０３２（１番人気）� ３４０８５（３番人気）
枠連票数 計 １６９０２２ 的中 （１－３） ３４０９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２７４１２ 的中 �� １２６２４２（１番人気）
馬単票数 計 ７４２７２４ 的中 �� ５９０１５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２７３０ 的中 �� ３５０８８（１番人気）�� １３０９２（４番人気）�� ２０４０３（２番人気）
３連複票数 計 ９９５２３９ 的中 ��� １１４３９１（１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．３―１３．２―１３．１―１２．７―１２．９―１３．０―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．２―４２．４―５５．５―１：０８．２―１：２１．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスラック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１７ 阪神４着

２００３．５．１６生 牝３芦 母 アグネスセレーネー 母母 アグネスフローラ ４戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
〔制裁〕 スズカゲラン号の騎手河北通は，３コーナーで内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〕 ピュアパッション号・マチカネワカナ号・メトロネイチャ号は，平成１８年６月２７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 デザートヒート号・トシザフジ号



１５０２６ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

５７．７
５７．５

不良

良

８１５ ボ ム シ ェ ル 牝３栃栗５４ 田島 裕和�ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４５２＋２２ ５９．８ ４．１�

１２ � スペクタクル 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４９８＋ ２１：００．０１� ５４．９�

６１２ エイシンボンテン 牡３栗 ５６ 吉田 稔平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４５０－ ６１：００．２１� ３．３�
（愛知）

５９ ホーマンラブリー 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 B４４８＋１４１：００．４１� １８．９�
２３ � ベルモントスキル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ ３．４�
７１４ トウケイアトラント 牡３栃栗５６ 高橋 亮木村 信彦氏 高橋 隆 門別 庄野牧場 ５００＋ ６１：００．５クビ ４２．７�
４８ � ダンスレッスン 牝３栗 ５４ 芹沢 純一 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 白老ファーム ４９２－ ４１：００．６� ４．５	
３５ ワンダーキャン 牝３黒鹿５４ 服部 剛史山本 信行氏 領家 政蔵 三石 松田牧場 ５００－ ８１：００．７� １２７．１

１１ � ストロングパワー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ２６．８�
２４ マドモアゼルシチー 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４３６ ―１：００．９１� ６８．５
５１０ ニシノカガヤキ 牝３黒鹿５４ 小牧 太西山 茂行氏 中竹 和也 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ２１：０１．０	 １７０．６�
３６ スピリットファイタ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文山本 廣氏 服部 利之 静内 聖心台牧場 ４６６ ―１：０１．３１	 ６９．６�
７１３ ベルトリック 牝３栗 ５４

５１ ▲中村 将之�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ４６８－１６１：０１．７２� １８６．６�
８１６� ア サ ヒ ダ ケ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 鹿戸 幸治 門別 鹿戸 正幸 ４３０－ ４１：０１．９１� １２４．０�
４７ � ハードダルメシアン 牡３芦 ５６

５４ △鮫島 良太津田 一男氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ５００＋ ６ 〃 ハナ ２８１．０�
６１１ キンショービーナス 牝３栗 ５４

５１ ▲上野 翔礒野日出夫氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４１０＋ ２１：０２．０� ４５５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８６７，０００円 複勝： １８，０９５，１００円 枠連： ２２，１１５，９００円

普通馬連： ６５，８３４，５００円 馬単： ６７，５０９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６６５，１００円

３連複： ９４，９８５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３０１，０７２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ８００円 � １４０円 枠 連（１－８） ３，０３０円

普通馬連 �� １０，３００円 馬 単 �� １４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１２０円 �� ３３０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ９，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８６７０ 的中 � ２８６４６（３番人気）
複勝票数 計 １８０９５１ 的中 � ３１４０５（３番人気）� ３８８１（９番人気）� ４３７５６（１番人気）
枠連票数 計 ２２１１５９ 的中 （１－８） ５４００（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６５８３４５ 的中 �� ４７１８（２５番人気）
馬単票数 計 ６７５０９９ 的中 �� ３５４０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６６５１ 的中 �� １２８０（３０番人気）�� １５２８８（３番人気）�� １６９４（２２番人気）
３連複票数 計 ９４９８５１ 的中 ��� ７４３４（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．７―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．８―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ ム シ ェ ル �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 Rahy デビュー ２００５．８．１３ 小倉３着（２位）

２００３．３．５生 牝３栃栗 母 マチカネナナエヤエ 母母 ウ イ ダ ー ド ７戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 パープルドトウ号
（非抽選馬） １頭 リリウオカラニ号
※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。



１５０２７ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （芝・左）

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

６１２ エイシンテンライ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川田 将雅平井 豊光氏 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４４８＋ ６１：４８．９ １５．０�

５９ � テイエムフウウンジ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 聖心台牧場 ４８４＋１６１：４９．１１� ３０４．０�
５１０ ゲイルバニヤン 牡３黒鹿５６ 武 豊津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８２－１２ 〃 クビ １．３�
１１ テイエムブライトン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 赤田牧場 ４９４＋１０１：４９．２� ３５．８�
７１３�	 シゲルダイハッカイ 牡３鹿 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４４４＋ ４１：４９．３クビ ６４．５�
２４ ヒカリクロメート 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔當山 �則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４９４＋ ８１：４９．４
 １２．６�
３６ � タガノエンブレス 牡３栗 ５６ 小原 義之八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 高岸 節雄 ４８０－ ８１：４９．５� ３３６．３	
８１５ マキハタシューター 牡３芦 ５６ 小牧 太
槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２７．２�
２３ � ボーナスフィーバー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４７６＋ ２１：４９．８１
 １３．７�
４７ ワンダータバスコ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ４８４± ０ 〃 クビ １９．０
４８ タイセイコンドル 牡３鹿 ５６ 川島 信二田中 成奉氏 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ４６８＋ ４１：５０．２２� ２１．１�
１２ � テイエムライデン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６２＋ ２１：５０．６２� １６６．８�
６１１� シロキタダンディー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小西 勇氏 加藤 敬二 門別 門別フアーム ４７４－ ４１：５０．８１� ４１９．３�
３５ � インパクトブロウ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信 
サンデーレーシング 浅野洋一郎 白老 白老ファーム ４３４－ ２１：５１．０１ ８７．５�
８１６ リリーカーネギー 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎土井 孝夫氏 鹿戸 幸治 新冠 クドウファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １９７．６�

（愛知）

７１４� エイユーウィン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文笹部 義則氏 服部 利之 新冠 上井農場 B４６８－１０１：５２．９大差 ２１４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０５７，７００円 複勝： ２４，５４２，５００円 枠連： ３１，１９２，８００円

普通馬連： ７５，３７７，５００円 馬単： ９６，７２８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１７９，５００円

３連複： １１０，５８７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，６６６，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ２８０円 � ３，２００円 � １１０円 枠 連（５－６） ６８０円

普通馬連 �� ７５，２８０円 馬 単 �� １９９，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１，７４０円 �� ４３０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� ４２，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００５７７ 的中 � １０５６７（４番人気）
複勝票数 計 ２４５４２５ 的中 � １６９４６（４番人気）� １０９６（１４番人気）� １０４９９８（１番人気）
枠連票数 計 ３１１９２８ 的中 （５－６） ３３８９７（３番人気）
普通馬連票数 計 ７５３７７５ 的中 �� ７３９（６５番人気）
馬単票数 計 ９６７２８２ 的中 �� ３５７（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１７９５ 的中 �� ２４４（８１番人気）�� １５０３４（４番人気）�� １６４８（３１番人気）
３連複票数 計１１０５８７９ 的中 ��� １９２９（８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．１―３５．４―４７．９―１：００．２―１：１２．３―１：２４．１―１：３６．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

エイシンテンライ �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１１．１９ 京都６着

２００３．３．９生 牡３鹿 母 エイシンギヤロツプ 母母 マルブツウイドー ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔発走状況〕 エイユーウィン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エイユーウィン号は，平成１８年５月２８日から平成１８年６月１８日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイシンイダテン号・マイネルジュネス号
（非抽選馬） ２頭 ヒシワンスモア号・ロングファイト号
※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。



１５０２８ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１５�� アスカスマイル 牝３鹿
５４
５２ △鮫島 良太上野 武氏 作田 誠二 門別 石原牧場 ４３８＋ ２１：０９．９ ２．３�

８１６� モーニングドレス 牝３芦 ５４ 高井 彰大水上 行雄氏 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４８６＋ ８１：１０．３２� ８２．３�
６１１ シゲルダイノウカイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４７４－１２ 〃 ハナ ３．３�
３５ アソビゴコロ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４５４－ ６ 〃 アタマ ２３．２�
１２ � スペシャルネイム 牡３鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４５２－１４１：１０．５１� ７．０�
５９ ヒカリダイキャスト 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士當山 �則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４８４＋１２１：１０．６クビ １６．８	
７１３ テイエムマイスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ５１８＋ ４１：１０．８１� １６．１

２３ �� ピースプロテクター �３鹿 ５６ 生野 賢一ジョイ・レースホース� 崎山 博樹 浦河 富田牧場 ４５６± ０１：１１．０１� １１．３�
１１ ビッグベアシチー 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４５０－１２１：１１．３１� １１１．９
８１７ マンテンフラワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４３６＋ ８ 〃 ハナ １５８．２�
７１４ レッドボルケーノ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之西浦 和男氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ２１．４�
３６ オンワードヨシノ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信樫山 ハル氏 内藤 一雄 浦河 オンワード牧場 ４１０＋ ６１：１１．４� １１９．２�
２４ パープルドトウ 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 鵜木 唯義 ４６２＋ ２ 〃 アタマ １３５．２�
８１８ ローズロック 牝３栗 ５４

５１ ▲北村 友一小林 久義氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４２８＋１２１：１１．５クビ ２５７．２�
６１２� メ ゴ ヒ メ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅杉安浩一郎氏 境 直行 鹿児島 杉安牧場 ４０４± ０１：１１．７１� ５２．６�
４８ � フェアリーバイオ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志バイオ� 鶴留 明雄 平取 清水牧場 ４１２＋ ８１：１１．８� １５９．７�
４７ � アンゴラシチー 牡３鹿 ５６ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 鹿戸 明 静内 出羽牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ １８１．８�
５１０� クラクエンジェット 牝３鹿 ５４ 高野 容輔熊田 晋作氏 武 宏平 浦河 杵臼牧場 ４２０－ ４１：１２．０１� ３８８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８４９，７００円 複勝： １７，５７７，４００円 枠連： ２８，６６３，０００円

普通馬連： ６７，９５０，０００円 馬単： ７１，２２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３１９，６００円

３連複： ９５，６５２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３１５，２３２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ９８０円 � １３０円 枠 連（７－８） ２，０１０円

普通馬連 �� ８，８２０円 馬 単 �� １１，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５８０円 �� ２００円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ７，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８４９７ 的中 � ５１４８６（１番人気）
複勝票数 計 １７５７７４ 的中 � ５６５２２（１番人気）� ２４４６（１０番人気）� ３９３２２（２番人気）
枠連票数 計 ２８６６３０ 的中 （７－８） １０５５３（９番人気）
普通馬連票数 計 ６７９５００ 的中 �� ５６９０（２４番人気）
馬単票数 計 ７１２２０８ 的中 �� ４７１３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３１９６ 的中 �� １５５４（２８番人気）�� ３２１７２（１番人気）�� １６８３（２５番人気）
３連複票数 計 ９５６５２３ 的中 ��� ９５３３（２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１１．９―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．０―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．８
３ １５（１１，１３）－（３，１６）１８（２，９，１４）４（５，６，１２）（７，１７）１（８，１０） ４ １５（１１，１３）－（３，１６）（２，９，１８）（５，１４）（４，６，１２）（１，７，１７）８，１０

勝馬の
紹 介

�
�
アスカスマイル �

�
父 ロイヤルタッチ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００６．２．５ 京都１２着

２００３．３．３０生 牝３鹿 母 エ ミ ュ ラ ス 母母 ブームレット ５戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 アンゴラシチー号は，平成１８年６月２７日まで平地競走に出走できない。
※パープルドトウ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１５０２９ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

１１ シルククルセイダー 牡３栗 ５６
５５ ☆川田 将雅有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ４９８± ０１：４７．０ ４．０�

２３ � ベ ル フ リ ー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８１：４７．６３� ３４．８�
３６ � コクシムソウ 牡３栗 ５６ 金折 知則小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４６６－ ８ 〃 アタマ １７．７�
７１３ ニホンピロファイブ 牡３栗 ５６ 小牧 太小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４７２＋ ６１：４７．９１� １１．６�
２４ パピヨンシチー 牡３黒鹿 ５６

５４ △鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２０－ ２１：４８．０� ４５．３�
４８ � オピニオンシチー 牡３青 ５６ 芹沢 純一 �友駿ホースクラブ 鹿戸 幸治 静内 カタオカフアーム ４５８－ ６１：４８．２１ １５１．０	
５１０� インスパイアリング 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中井商事� 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ５００＋ ６ 〃 ハナ ４．２

６１２� ゴールドリーズン 牡３鹿 ５６ 川島 信二�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４３６± ０ 〃 クビ １８２．４�
８１５�� キンショーハヤテ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 幸廣 ４５２＋ ２１：４８．３クビ ２４０．７�
４７ サンレイコマンド 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８２＋ ２１：４８．５１� ２２．７
６１１�� ウインフェイム 牝３栗 ５４ 中舘 英二�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７０＋ ６１：４９．０３ １９．３�
８１６ リヴィエールジータ 牝３鹿 ５４ 武 豊 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４５８－ ８１：４９．６３� ３．１�
７１４ キクノプログレッソ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 ４８２－ ３１：４９．９１� １５７．４�
３５ 	 センゲンゴロー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔石川 雅博氏 山内 和明 門別 竹島 幸治 ４７４－ ７１：５０．１１� １８１．０�

（愛知） （愛知）

５９ エイシングラマー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己平井 豊光氏 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ ８．６�
１２ �	 シンメイスイフト 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎織田 芳一氏 竹地 正樹 門別 目黒牧場 B４７０－ ６１：５０．２クビ ３０７．７�

（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２５，６００円 複勝： ２３，８７８，７００円 枠連： ２８，９９３，９００円

普通馬連： ８２，３１０，８００円 馬単： ７５，１７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３６，４００円

３連複： １１７，５６５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，８８７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ６１０円 � ４３０円 枠 連（１－２） ２，８４０円

普通馬連 �� ５，１６０円 馬 単 �� ７，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，１９０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� ２０，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６２５６ 的中 � ３７３４５（２番人気）
複勝票数 計 ２３８７８７ 的中 � ４３３２６（３番人気）� ８７９４（９番人気）� １３２２４（６番人気）
枠連票数 計 ２８９９３９ 的中 （１－２） ７５３７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８２３１０８ 的中 �� １１７８４（２３番人気）
馬単票数 計 ７５１７６３ 的中 �� ７２３８（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３６４ 的中 �� ３０５８（２２番人気）�� ４７４８（１２番人気）�� １５６３（３５番人気）
３連複票数 計１１７５６５９ 的中 ��� ４３３２（６４番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．６―１１．９―１３．５―１３．２―１２．８―１２．７―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．４―２９．３―４２．８―５６．０―１：０８．８―１：２１．５―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルククルセイダー �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００６．３．２５ 阪神１５着

２００３．４．３生 牡３栗 母 ゴールデンマザー 母母 コ マ ー ズ ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 ゴールドリーズン号の騎手川島信二は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１８年６月３日から

平成１８年６月１１日まで騎乗停止。
ベルフリー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

〔その他〕 ゴールドリーズン号〔８位入線〕は，最後の直線コースで急に外側に斜行して「パピヨンシチー」号〔５位入線〕の走行を妨害。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウインザタロー号・カゼノアルペジオ号・カネトシスティーブ号・キーンゲイル号・スカイルミエール号・

マヤノズイウン号・ミシックキョウト号・メイショウヨシヒサ号
※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。



１５０３０ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４６．３
１：４４．１

良

良

５９ ロードアルファード 牡３鹿 ５６ 武 豊 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４８６± ０１：４８．３ ２．４�

８１５ ビッグカポネ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ４．３�
１１ �� ブレイズワン 牡３栗 ５６ 角田 晃一田中 昇氏 西浦 勝一 門別 加藤ステーブル ４５２± ０１：４８．４� ８．３�
７１３ メイショウナイト 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４７４＋ ２１：４８．６１	 ３４．１�
５１０� ケンブリッジレーザ 牡３青 ５６ 熊沢 重文中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９８＋ ４１：４８．７クビ １７．４�
２４ � メイショウアンドレ 牡３栗 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５３４－ ２１：４９．１２
 １５．０�
３６ シルクアヴァロン 牡３栗 ５６

５４ △鮫島 良太有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ９８．６	
８１６ トシザダイオー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６６－１０１：４９．４１� ９７．２

７１４� テイエムオーディン 牡３栗 ５６

５５ ☆川田 将雅竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ２０．５�
６１１�� ディアタキオン 牡３栗 ５６ 本田 優寺田千代乃氏 昆 貢 静内 千代田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ８．２�
３５ ブイアタッカー 牡３栗 ５６ 西原 玲奈谷田 元彦氏 須貝 彦三 静内 福岡 清 ４７４＋ ２１：４９．６１	 ２０６．７
６１２ マチカネセイカイハ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥細川 益男氏 清水 出美 門別 待兼牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ １３９．２�
４７ � ビッグシャトル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ビッグ 南井 克巳 静内 服部 牧場 ４９６－ ８１：４９．８１ ６５．４�
２３ � ネイルカイザー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中村 将之釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ １９９．５�
４８ マイネルスパーダ 牡３青鹿５６ 長谷川浩大 �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 ４６２－ ４ 〃 クビ １０．６�
１２ � エイシンサットン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三平井 豊光氏 藤岡 健一 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

４８４－ ６１：５２．７大差 ５６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３２７，９００円 複勝： ２９，２０５，４００円 枠連： ３３，７０６，９００円

普通馬連： １０３，１４０，４００円 馬単： ８６，９５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７６２，１００円

３連複： １２９，１２１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４３０，２１６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ４００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０３２７９ 的中 � ６７８１８（１番人気）
複勝票数 計 ２９２０５４ 的中 � ７３７６７（１番人気）� ５３６３３（２番人気）� ２９２９８（４番人気）
枠連票数 計 ３３７０６９ 的中 （５－８） ６３７３６（１番人気）
普通馬連票数 計１０３１４０４ 的中 �� １２１１０９（１番人気）
馬単票数 計 ８６９５２９ 的中 �� ５４４６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７６２１ 的中 �� ３５３９５（１番人気）�� １７６７６（２番人気）�� ８１８４（８番人気）
３連複票数 計１２９１２１１ 的中 ��� ５６１５１（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．６―１２．５―１２．２―１２．３―１１．６―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３６．０―４８．５―１：００．７―１：１３．０―１：２４．６―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．３
１
３
２，６，１５（１，４）９（５，１４）（３，７，８）１３（１１，１２）（１０，１６）・（２，６，１５，９）（１，４）５（１４，１３）（７，８）（３，１２，１６）（１１，１０）

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

勝馬の
紹 介

ロードアルファード �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．１２．１８ 阪神７着

２００３．４．２２生 牡３鹿 母 シンコウラブリイ 母母 Happy Trails ７戦２勝 賞金 １８，０４４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンサットン号は，平成１８年６月２７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 アグネスヨジゲン号・マーブルワンダー号



１５０３１ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （芝・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．２９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

６９ ユニバーサル 牝５栗 ５５ 福永 祐一山本 敏晴氏 加藤 敬二 えりも えりも農場 ４３８＋１２２：００．８ ５．８�

２２ ガラディナー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６２：０１．０１ ３．１�
５６ シーサイドブリーズ 牝５黒鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース佐藤 吉勝 白老 白老ファーム ４５２－ ２ 〃 クビ ８．７�
４５ プライムナンバー 牝４栗 ５５

５４ ☆川田 将雅 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４１６－ ２２：０１．４２� １３．３�
１１ テイエムハナフブキ 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 冨岡牧場 ４８６＋ ２２：０１．６１� ２５．４�
４４ � タケカワルキューレ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一池永 靖子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６８－１２２：０１．７クビ ３．１�
３３ � タガノヒロイン 牝４鹿 ５５

５３ △鮫島 良太八木 良司氏 浅見 秀一 三石 信田牧場 ４６２＋１０２：０２．０１	 １８．３	
６８ � シルクロゼット 牝６栗 ５５ 小原 義之有限会社シルク小原伊佐美 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４６± ０ 〃 クビ １１９．２

８１３� ダイタクドルチェ 牝４黒鹿５５ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１２＋１４２：０２．１クビ １０．２�
７１１ スズカグレイス 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５６＋ ８２：０２．８４ ５５．４�
５７ シルクホームラン 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔有限会社シルク佐山 優 新冠 中村農場 ４４２－ ４２：０３．１２ ４８．９
７１０ テイエムヨカオゴ 牝４鹿 ５５ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場 ４３８＋ ２２：０３．２	 ２４４．９�
８１２
 ウインエルドール 牝４栗 ５５ 赤木高太郎�ウイン 北出 成人 新冠 北星村田牧場 ４２８－１２２：０３．７３ ８８．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，９０６，１００円 複勝： ２２，５４３，７００円 枠連： ２７，２９４，９００円

普通馬連： ９１，７９８，１００円 馬単： ８６，１０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１０４，５００円

３連複： １２０，２２０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，９７０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（２－６） ６４０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ６７０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９０６１ 的中 � ２１８７２（３番人気）
複勝票数 計 ２２５４３７ 的中 � ３８１２２（３番人気）� ５５８３８（１番人気）� １９９４４（４番人気）
枠連票数 計 ２７２９４９ 的中 （２－６） ３１７４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１７９８１ 的中 �� ９０８２９（２番人気）
馬単票数 計 ８６１０２５ 的中 �� ３５１２７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１０４５ 的中 �� ２１００５（２番人気）�� ７９５１（７番人気）�� １２５４５（５番人気）
３連複票数 計１２０２２０４ 的中 ��� ４１９０８（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１２．４―１２．３―１２．７―１２．５―１２．１―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．８―５９．１―１：１１．８―１：２４．３―１：３６．４―１：４８．１

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

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

勝馬の
紹 介

ユニバーサル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００３．１１．１６ 京都２着

２００１．４．２生 牝５栗 母 エリモエクセル 母母 エリモファンタジー ２１戦２勝 賞金 ３５，２５６，０００円
〔制裁〕 テイエムヨカオゴ号の騎手菊地昇吾は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



１５０３２ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２９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

２３ � エースデヨバン 牡４黒鹿５７ 本田 優�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４４８－ ２１：０９．５ ８．３�

８１６�� トップステイ 牡５栗 ５７ 吉田 稔�コオロ 古川 平 浦河 山田 昇史 ４７４＋ ４１：０９．６� ７９．６�
（愛知）

７１３� ミ ヤ ジ ア イ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８０－ ４１：０９．７� １４．２�
４８ 	 メモリーセレソン 牡４芦 ５７ 岩田 康誠�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４４２＋ ２１：０９．８� ７１．４�
４７ ケイティーズギフト 牝４栗 ５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ６ 〃 アタマ ２９．７�
８１８�	 ネヴァーストリート 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己吉澤 克己氏 中川 公成 門別 下河辺牧場 ４９８－ ４１：０９．９クビ ７．８	
７１４� メイショウバル 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４７８－ ６ 〃 クビ ２．１

６１２� ロードマーシャル 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典 �ロードホースクラブ 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４７４－１０ 〃 ハナ １１６．８�
１１ シュペールサンバ 
５黒鹿５７ 赤木高太郎釘田 静義氏 藤沢 則雄 静内 大滝 康晴 ５００＋ ６１：１０．０� ２０．３�
１２ � 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± ０１：１０．１クビ ３．８
２４ ダンシングママ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小峰 清文氏 嶋田 潤 三石 パラダイス・

ファーム B４４８＋ ２１：１０．３１� ５３．２�
５９ � キタノジャジャウマ 牝４鹿 ５５

５３ △鮫島 良太 M・K・Kクラブ組合 南田美知雄 青森 山内牧場 ４７６± ０１：１０．４� １６７．７�
８１７	 ヤクモソニック 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔�山崎牧場 増本 豊 八雲 山崎牧場 ４７８－ ２１：１０．６１ ６６１．９�
３５ � ゴールゲッター 牡６黒鹿５７ 金折 知則前田 晋二氏 松元 茂樹 門別 シンコーファーム ４８４－１８１：１０．７� ３３８．６�
６１１�	 コアレスメッセ 牝４芦 ５５ 渡辺 薫彦小林 昌志氏 須貝 彦三 平取 清水牧場 ４７０－ ４１：１０．８� ３８０．７�
７１５ エポックジンク 牡４栗 ５７ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 ４８２－ ８１：１１．１１� １２６．４�
３６ ライズサウンド 牡５栗 ５７ 熊沢 重文増田 雄一氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８２± ０１：１１．４１� ９２．２�
５１０ サマニターフ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士�ターフ・スポート境 直行 様似 小田牧場 ５２４－ ２１：１１．７２ ５０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７２，０００円 複勝： ２８，７７１，０００円 枠連： ３５，３６５，１００円

普通馬連： １１８，５７９，３００円 馬単： １２３，０９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６２３，３００円

３連複： １７２，９１４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５３０，５２４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３１０円 � ２，１２０円 � ４４０円 枠 連（２－８） ２，５９０円

普通馬連 �� ２４，４６０円 馬 単 �� ４７，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，０９０円 �� １，８５０円 �� ８，１６０円

３ 連 複 ��� ８５，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１７２０ 的中 � ２１２０９（４番人気）
複勝票数 計 ２８７７１０ 的中 � ２７８４８（４番人気）� ３１１４（１２番人気）� １７４４２（５番人気）
枠連票数 計 ３５３６５１ 的中 （２－８） １００８７（８番人気）
普通馬連票数 計１１８５７９３ 的中 �� ３５７９（４７番人気）
馬単票数 計１２３０９９９ 的中 �� １８９４（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６２３３ 的中 �� ８９２（５０番人気）�� ４０３１（１７番人気）�� ８８４（５１番人気）
３連複票数 計１７２９１４２ 的中 ��� １４９６（１４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．７―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エースデヨバン �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 Be My Guest デビュー ２００５．１．１０ 京都２着

２００２．５．１０生 牡４黒鹿 母 ターフトレジャー 母母 ザ ナ ッ ク １２戦２勝 賞金 １９，３５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ヤクモソニック号・コアレスメッセ号は，平成１８年６月２７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 シークレットルーム号
※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。



１５０３３ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第９競走 ��
��１，７００�

お ん た け

御 嶽 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２９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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

３６ �� セトノシェーバー 牡５栃栗５７ 安藤 勝己難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４８０＋ ２１：４５．６ ４．５�

５１０	 ナリタプレリュード 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ３．１�
６１１� アグネスクラウン 牡６芦 ５７ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：４５．８１ １１．０�
４８ サテライトキャノン 牡５栗 ５７ 芹沢 純一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ２９．３�
８１６� エスケーアパッチ 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉エスケー貿易� 吉永 正人 門別 白井牧場 ４６６－ ２１：４６．１１
 １０２．１�
２４ シ ュ ン サ イ 牡７鹿 ５７ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ５０４＋１０ 〃 ハナ ８０．８	
８１５ メイショウポパイ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５６０＋２８ 〃 クビ １７．４

５９ ワンダーゼネラス 牡５鹿 ５７ 丸野 勝虎山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ １７３．５�

（愛知）

２３ 	 テイエムカミガカリ 牡４栗 ５７ 中舘 英二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 石郷岡 松
太郎 ５１６± ０ 〃 ハナ ３９．２�

７１４ フォーカルフィギア 牡４黒鹿５７ 角田 晃一 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 新冠 須崎牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ １３．７

３５ � ウェディングマター 牡５青鹿５７ 川田 将雅加藤 守氏 木原 一良 門別 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：４６．５２� ２０．９�
１２ ヒーローアンセム �５栗 ５７ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 様似 �村 伸一 ４６０－ ６１：４６．７１ ８．９�
７１３ セルリアングルーヴ 牡６栗 ５７ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 新冠 中地 茂美 ４５６＋ ４１：４７．０２ ６６７．５�
６１２ ドラゴンアイズ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 境 直行 新冠 坂元牧場 ４７４＋ ４１：４７．２１� ９９．０�
４７  ウォーターゴーラン 牡７黒鹿５７ 吉田 稔山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Mrs. Lewis

C. Ledyard ４７６－ ２１：４７．７３ １４３．５�
（愛知）

１１ サンアディユ 牝４鹿 ５５ 小牧 太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ４１：４８．５５ ４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４２８，５００円 複勝： ４４，８９９，０００円 枠連： ４３，３９５，４００円

普通馬連： ２０５，２２９，７００円 馬単： １２６，１８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，５１２，０００円

３連複： １７５，２５３，４００円 ３連単： ４０１，１００，２００円 計： １，０６６，０００，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ６７０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� １０，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２６４２８５ 的中 � ４６８９６（３番人気）
複勝票数 計 ４４８９９０ 的中 � ８９１７９（２番人気）� １１５６３８（１番人気）� ３５５３５（４番人気）
枠連票数 計 ４３３９５４ 的中 （３－５） ４８４０４（３番人気）
普通馬連票数 計２０５２２９７ 的中 �� ２１１１２０（１番人気）
馬単票数 計１２６１８２１ 的中 �� ６２６６３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３５１２０ 的中 �� ４５０３８（１番人気）�� １４１５４（７番人気）�� １９９７６（４番人気）
３連複票数 計１７５２５３４ 的中 ��� ５９４３６（３番人気）
３連単票数 計４０１１００２ 的中 ��� ２８１５２（１７番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１１．４―１３．２―１２．７―１２．５―１３．０―１２．７―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２８．９―４２．１―５４．８―１：０７．３―１：２０．３―１：３３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．３
１
３

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

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

�
�
セトノシェーバー �

�
父 リンドシェーバー �

�
母父 ア サ テ ィ ス （３戦０勝 賞金 ０円）

２００１．４．６生 牡５栃栗 母 レインボーアルファ 母母 レインボーブルー １６戦３勝 賞金 ５９，６５２，０００円
地方デビュー ２００３．８．７ 名古屋

〔発走状況〕 メイショウポパイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



１５０３４ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４４．１

良

良

３５ �� エムエスワールド 牡３黒鹿５７ 秋山真一郎松岡 俊二氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４５０＋ ２１：４７．６ ２０．６�

６１２� ソリッドプラチナム 牝３黒鹿５４ 柴原 央明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４１２－ ４ 〃 クビ ３０．６�

３６ � トウショウシロッコ 牡３黒鹿５７ 池添 謙一トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７０＋１４１：４７．７	 １７．５�

２３ �� マイネルポライト 牡３鹿 ５６ 本田 優 �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 ４７８－ ２１：４７．８クビ ４．３�

５９ � ホーマンアラシ 牡３栗 ５６ 福永 祐一久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ４１．０�
４７ � ニシノアンサー 牡３栗 ５７ 熊沢 重文西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４６６－ ６１：４８．０１ ４６．８�
１２ マツリダゴッホ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４６８－ ８ 〃 ハナ ３．４	
６１１ エリモエクスパイア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２＋ ４ 〃 ハナ ３４．８

４８ ユウカージナル 牡３青鹿５６ 小牧 太�アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ８１：４８．２１	 ５９．４�
８１５� マイネサンサン 牝３黒鹿５４ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２１：４８．３
 ６３．４�
（愛知）

７１４� リメインオブザサン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎 サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４８０－ ６１：４８．４クビ １３．９�
５１０ キャプテンベガ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３８－ ６１：４８．７１
 ３．０�
２４ �� マグマノーベル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４４４－ ４１：４８．９１� ３９０．７�
８１６ マストビートゥルー 牡３栗 ５６ 中舘 英二信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６８－ ６１：４９．９６ ２８．０�
７１３� バ ル バ ロ 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：５０．０
 ３２．１�
１１ ポートエレガント 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４９８－１８ 〃 ハナ １２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６４７，６００円 複勝： ７１，５１１，２００円 枠連： ５７，２２１，４００円

普通馬連： ３１５，７０８，０００円 馬単： ２００，１０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，４７６，２００円

３連複： ２６０，２８２，６００円 ３連単： ５８１，９０６，２００円 計： １，６００，８６０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ６５０円 � ８３０円 � ５６０円 枠 連（３－６） ４，３００円

普通馬連 �� １８，９９０円 馬 単 �� ３５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３００円 �� ３，０００円 �� ５，１６０円

３ 連 複 ��� ８５，５７０円 ３ 連 単 ��� ５１８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４６６４７６ 的中 � １７９１５（６番人気）
複勝票数 計 ７１５１１２ 的中 � ２９３４６（６番人気）� ２２２３８（８番人気）� ３４３９０（５番人気）
枠連票数 計 ５７２２１４ 的中 （３－６） ９８４１（１９番人気）
普通馬連票数 計３１５７０８０ 的中 �� １２２７３（４６番人気）
馬単票数 計２００１０６８ 的中 �� ４２０１（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７４７６２ 的中 �� ３８５５（３９番人気）�� ５５７６（３０番人気）�� ３２０４（５０番人気）
３連複票数 計２６０２８２６ 的中 ��� ２２４５（１８０番人気）
３連単票数 計５８１９０６２ 的中 ��� ８２９（９９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．０―１１．７―１１．８―１２．３―１２．１―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３５．２―４６．９―５８．７―１：１１．０―１：２３．１―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
エムエスワールド �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２０ 小倉１着

２００３．４．２２生 牡３黒鹿 母 トップワールド 母母 キクノコトブキ ９戦４勝 賞金 ５２，６５１，０００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。



１５０３５ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第４２回金 � 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．５．２８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，１７．５．２７以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ８１２，０００円 ２３２，０００円 １１６，０００円
生産者賞
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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８１０� コンゴウリキシオー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金岡 久夫氏 山内 研二 愛
Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０６± ０１：５８．８ ６．０�

６６ ローゼンクロイツ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４１：５９．３３ ２．６�
７７ エリモハリアー �６鹿 ５７ 武 豊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４６０＋ ６１：５９．８３ ４．１�
５５ ブルートルネード 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 白老 白老ファーム ５２４－ ４ 〃 ハナ ６．１�
７８ 	 タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ 熊沢 重文西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：５９．９
 ９．７�
３３ � サンバレンティン 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２２：００．１１� ９．１�
１１ セフティーエンペラ �７栗 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６６＋ ２２：００．４１
 ５０．５	
８９ エルカミーノ 牡８黒鹿５７ 和田 竜二臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ５００－ ４２：００．７２ １１２．９

２２ 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 ５１２－１０２：０１．６５ ２０．４�
４４ エリモシャルマン 牡７栗 ５７ 福永 祐一山本 敏晴氏 田所 清広 えりも えりも農場 ５２８＋ ８２：０１．９２ １６６．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ７３，１１０，１００円 複勝： ８６，７６９，１００円 枠連： ７０，２９７，０００円

普通馬連： ５１４，４４８，８００円 馬単： ３３５，８７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９６，１７３，９００円

３連複： ４０８，２６９，１００円 ３連単： １，０６７，１６４，６００円 計： ２，６５２，１０４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（６－８） ７８０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ７３１１０１ 的中 � ９６１５８（３番人気）
複勝票数 計 ８６７６９１ 的中 � １１５９２７（４番人気）� ２２０３８９（１番人気）� １７１９５６（２番人気）
枠連票数 計 ７０２９７０ 的中 （６－８） ６６９８２（２番人気）
普通馬連票数 計５１４４４８８ 的中 �� ４８８１３０（２番人気）
馬単票数 計３３５８７２３ 的中 �� １２５９８９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６１７３９ 的中 �� ７３６８０（２番人気）�� ５８５０８（４番人気）�� ９４８６０（１番人気）
３連複票数 計４０８２６９１ 的中 ��� ２６０８２７（２番人気）
３連単票数 計１０６７１６４６ 的中 ��� １１２８７３（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．８―１２．３―１２．０―１１．７―１２．０―１１．９―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３５．５―４７．８―５９．８―１：１１．５―１：２３．５―１：３５．４―１：４６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コンゴウリキシオー 
�
父 Stravinsky 

�
母父 Hansel デビュー ２００４．１２．１９ 阪神２着

２００２．３．２７生 牡４鹿 母 Principium 母母 Nazoo １１戦４勝 賞金 １５１，３５８，０００円
［他本会外：２戦０勝］



１５０３６ ５月２７日 曇 良 （１８中京２）第３日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・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，１８．４．２９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

１：４２．９
１：４１．９

重

重

１１ ビッグクラウン 牡５青鹿５７ 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ５０２－ ２１：４４．８ ４．０�

７１４� ソウルサバイヴァー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ
ジメント 太宰 義人 三石 土居 忠吉 ４７２－ ４１：４５．２２� ３．１�

２４ � マンジュデンコウベ 牡６栗 ５７
５４ ▲田中 克典カネキ競走馬� 田所 清広 浦河 本巣 敦 ４６８－ ２１：４５．３� １００．３�

４７ エアオーサム 牡５鹿 ５７ 角田 晃一 �ラッキーフィールド松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４６２＋ ２１：４５．４クビ ８．９�
４８ ラブイズゴールド 牡５黒鹿５７ 吉田 稔江口雄一郎氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ５１２－ ６１：４５．６１� ２９．６�

（愛知）

１２ セフティパラダイス 牝５栗 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４９８－ ２１：４５．８１� ４９．２	
７１３� カミノヤマボーイ 牡５鹿 ５７ 本田 優�グランド牧場 昆 貢 静内 グランド牧場 B４３６－ ２ 〃 クビ ８．１

５１０ パ ラ デ ィ ン 牡５栗 ５７

５６ ☆川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：４５．９クビ ９．４�
６１２ グラスクレバー 牝９鹿 ５５

５２ ▲中村 将之半沢� 増本 豊 静内 八田牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １１８．８�
２３ 	 ト モ ク ン 牡６青鹿 ５７

５４ ▲北村 友一水 秋則氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４６０＋ ４１：４６．１１� ２７．０�
３６ �� バイオレットボス 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４４２－ ２１：４６．２� ２２２．７�
３５ トーホウハヤテ 牡６鹿 ５７ 内田 浩一東豊物産� 川村 禎彦 門別 竹島 幸治 ４７６－ ２１：４６．８３� １５９．６�
８１５ ニシノウラシマ 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅西山 茂行氏 太宰 義人 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ２１：４６．９� ８２．６�
５９ レジェンダロッサ 牡４鹿 ５７

５５ △鮫島 良太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：４８．５１０ ２３．８�
６１１� サクラギャラクシー 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�さくらコマース清水 出美 静内 谷岡牧場 ４６６＋ ２ （競走中止） ５．９�

（１５頭）
８１６�	 クロスファイア 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 鵡川 上水牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３４，２９６，３００円 複勝： ４９，０９５，１００円 枠連： ６２，８８６，４００円

普通馬連： ２１２，６６７，０００円 馬単： １４８，５１６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，５８２，９００円

３連複： １９９，２７２，５００円 ３連単： ４７５，４３４，７００円 計： １，２３１，７５１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １，３００円 枠 連（１－７） ５００円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２，６４０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� ５２，７００円

票 数

単勝票数 計 ３４２９６３ 的中 � ６８０３２（２番人気）
複勝票数 計 ４９０９５１ 的中 � ９２３０２（２番人気）� ９９３７８（１番人気）� ６５６７（１２番人気）
枠連票数 計 ６２８８６４ 的中 （１－７） ９３０５８（１番人気）
普通馬連票数 計２１２６６７０ 的中 �� １８９３７２（１番人気）
馬単票数 計１４８５１６４ 的中 �� ６５４４５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９５８２９ 的中 �� ３９７５６（１番人気）�� ４３０９（３２番人気）�� ３２０７（３９番人気）
３連複票数 計１９９２７２５ 的中 ��� １０２３１（４４番人気）
３連単票数 計４７５４３４７ 的中 ��� ６６５８（１４７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．２―１２．９―１２．５―１２．３―１２．８―１２．４―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．１―４２．０―５４．５―１：０６．８―１：１９．６―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
１
３
１，８（９，１５）（２，１２，１４）７（３，１０，１１，１３）－（５，６）－４
１，８（１４，１３，１０）（９，１５）（１２，７）（２，１１）４（５，３）－６

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

勝馬の
紹 介

ビッグクラウン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００３．１１．１６ 京都１着

２００１．４．３０生 牡５青鹿 母 ウインピット 母母 ケ イ ピ ッ ト ２６戦４勝 賞金 ８８，５９９，０００円
〔出走取消〕 クロスファイア号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 サクラギャラクシー号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナー手前で転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワキノグレイト号
※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。



（１８中京２）第３日 ５月２７日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２９９，５１０，０００円
２，１００，０００円
１５，２６０，０００円
１，３７０，０００円
９７０，０００円
２，３１０，０００円
３２，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，５９６，０００円
４，９８０，０００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
３２３，４８９，７００円
４３７，７８７，３００円
４５８，０３４，９００円
１，９１５，７８５，３００円
１，４９１，７４０，５００円
４４０，００８，５００円
１，９８３，６４８，４００円
２，５２５，６０５，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，５７６，１００，３００円

総入場人員 ２０，２３０名 （有料入場人員 １８，４６４名）




