
１６０２５ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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
１：４１．８

重

不良

６１２ クリムゾンブーケ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：４７．７ ２．３�

１１ ナムラワカバ 牝３栗 ５４ 田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 浦河 中島牧場 ４５２＋ ４１：４８．０１� ３．７�
５９ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２８＋ ４１：４８．２１� １６２．６�
８１５ ホクセツテンシ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４９２－ ８１：４８．６２� ３．４�
６１１ タガノスティード 牝３鹿 ５４ 幸 英明八木 良司氏 平田 修 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―１：４８．８１� ６４．９�
８１６ カバードブリッジ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２２－ ４１：４８．９� １９．７	

５１０ ジャズシンガー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４３０± ０ 〃 ハナ ４２．５

７１４ マコトディアナ 牝３黒鹿５４ 吉田 稔眞壁 明氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４５４＋ ４１：４９．０� ２７．５�

（愛知）

３５ サンレイシャーマン 牝３芦 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７４± ０１：４９．１クビ ７１．１�
２４ エリモメトロポリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介山本 敏晴氏 中竹 和也 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ２１：４９．３１� ９３．３
１２ スターカットジェム 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦細谷 典幸氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 ４６２－ ６１：４９．５１� ３９．６�
４８ ミラクルフェイマス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 B４４０－ ２１：４９．６クビ ２３１．９�
２３ トップスタイリスト 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �ローレルレーシング 羽月 友彦 日高 北陽ファーム ４４０＋ ４ 〃 アタマ ２８．２�
４７ スターペスレイコ 牝３芦 ５４

５２ △宮崎 北斗河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４２８＋ ２１：５０．６６ ５５．３�
７１３ オーミリュミエール 牝３栗 ５４ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 福島 信晴 新ひだか 三石ビクトリーファーム B４６６＋ ２１：５０．７クビ ３１０．４�
３６ ミステリューズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 田島 良保 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４６８± ０１：５１．６５ １４９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２０９，８００円 複勝： ２０，４４９，５００円 枠連： １４，７８１，６００円

普通馬連： ４１，０３４，４００円 馬単： ３３，６１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７００，７００円

３連複： ６０，３８１，６００円 ３連単： ９６，８４４，８００円 計： ２９７，０１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １，９５０円 枠 連（１－６） ４４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ５，９６０円 �� ５，９９０円

３ 連 複 ��� １８，３４０円 ３ 連 単 ��� ５１，６８０円

票 数

単勝票数 計 １２２０９８ 的中 � ４２３２３（１番人気）
複勝票数 計 ２０４４９５ 的中 � ７３７００（１番人気）� ３７９４４（３番人気）� １３８４（１４番人気）
枠連票数 計 １４７８１６ 的中 （１－６） ２４７９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１０３４４ 的中 �� ６６９２９（２番人気）
馬単票数 計 ３３６１３６ 的中 �� ２９７９２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７００７ 的中 �� ２５００９（２番人気）�� ６３１（３９番人気）�� ６２７（４１番人気）
３連複票数 計 ６０３８１６ 的中 ��� ２４３１（３８番人気）
３連単票数 計 ９６８４４８ 的中 ��� １３８３（１２２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．４―１３．５―１２．６―１２．９―１３．１―１３．１―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．５―４３．０―５５．６―１：０８．５―１：２１．６―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３
１，１３（８，１４）４（９，１２）６（３，５）（７，１６）２－（１０，１５）＝１１
１（８，１４）（１３，１２）４，５，９，６（３，１６，１５）（７，１０）２，１１

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

勝馬の
紹 介

クリムゾンブーケ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．４．１８ 阪神３着

２００６．３．１１生 牝３栗 母 スカーレットローズ 母母 スカーレツトインク ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００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） ４頭 サンレイクロフネ号・デルバール号・ニチドウダイヤ号・フェザー号
（非抽選馬） １頭 アリソンイモン号
※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。



１６０２６ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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

３５ メジロライダー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６０－ ２ ５９．７ ４．１�

８１５ メイショウマーブル 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 和子氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ５１０－ ４ 〃 クビ １０６．２�
２３ バンダムヴィーヴォ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４１８＋ ４ ５９．９� １１３．３�
５９ ドンスピリタス �３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５１４＋ ４ 〃 ハナ ２．５�
４７ プリティブルーム 牝３黒鹿５４ 中村 将之横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４１２± ０１：００．１１� ３４．２�
２４ スリーコンビナート 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平永井商事� 野村 彰彦 新ひだか 友田牧場 ４７８－ ２１：００．２� １３．８	
１２ ジョーシンドバッド 牡３黒鹿５６ 中舘 英二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５０４＋ ８１：００．５２ ３．６

７１４ メデタイメデタイ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 沼田 照秋 ４６４－ ２１：００．７１ ９８．８�
４８ ジャズロック 牡３芦 ５６ 浜中 俊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ６１：００．９１	 ５０．４�
８１６ ナ イ ア ー ド 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４９６ ―１：０１．０クビ ９．５
３６ サンレイギムレット 牡３栗 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ２６．４�
７１３ ガナールウィン 牝３芦 ５４

５２ △荻野 琢真��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６８＋１２１：０１．１� ８１．４�
５１０ トウカイハイジ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４８６＋１２ 〃 アタマ １７７．４�
６１１ ア ウ ト 牝３鹿 ５４ 高橋 亮辻 俊夫氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４９２ ―１：０２．１６ １８８．５�
６１２ ジツリキイチバン 牡３鹿 ５６ 酒井 学河合實貴男氏 作田 誠二 日高 大矢牧場 B４５８－ ６ 〃 クビ １７２．５�
１１ キャッツオンルーフ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行増田 恒次氏 天間 昭一 浦河 林 孝輝 ４６８－ ６１：０３．９大差 ３５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６６７，５００円 複勝： ２５，２９９，５００円 枠連： １４，９４７，８００円

普通馬連： ４７，１７５，６００円 馬単： ３７，４０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０１９，８００円

３連複： ６５，９３７，８００円 ３連単： ９９，５９５，４００円 計： ３２５，０５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ２，６００円 � ２，３１０円 枠 連（３－８） ２，３２０円

普通馬連 �� ２３，３２０円 馬 単 �� ３１，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０３０円 �� ４，０６０円 �� ７１，３００円

３ 連 複 ��� ３９５，６３０円 ３ 連 単 ��� １，８３７，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５６６７５ 的中 � ３０１９３（３番人気）
複勝票数 計 ２５２９９５ 的中 � ５４５０２（２番人気）� ２０６５（１２番人気）� ２３２６（１１番人気）
枠連票数 計 １４９４７８ 的中 （３－８） ４７６５（９番人気）
普通馬連票数 計 ４７１７５６ 的中 �� １４９３（３９番人気）
馬単票数 計 ３７４０７９ 的中 �� ８８６（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０１９８ 的中 �� ７７８（４２番人気）�� １１６４（２９番人気）�� ６５（１１１番人気）
３連複票数 計 ６５９３７８ 的中 ��� １２３（２７３番人気）
３連単票数 計 ９９５９５４ 的中 ��� ４０（１３３５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロライダー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．８．２３ 札幌４着

２００６．２．１５生 牡３黒鹿 母 メジロマルチネス 母母 メジロモントレー ９戦１勝 賞金 １５，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャッツオンルーフ号は，平成２１年６月３０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 イナズマガイア号・ヴンダーゾンネ号・キングパレード号・シゲルフタタビサン号・ブレークダンス号・

ミッキーデピュティ号・ローズタトゥ号



１６０２７ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第３競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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

２：３１．４
２：２９．５

良

良

２４ ディバインフレイム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５１６＋１８２：３６．４ １０．２�

８１５ サクラキングオー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １．６�
６１１ リバティーフロー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：３６．６１� ４．３�
２３ ニホンピロキャット 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４４＋１６２：３７．３４ ５４．７�
５１０ バ バ ロ ア 牡３黒鹿５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ８２：３７．４� ８６．８�
４７ ハートシューター 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５１８－ ４２：３７．７１� ６４．１	
３６ テイエムイタンジ 牡３栗 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ５１０－ ４２：３７．９１� ６３．４

１１ ウィズインウエク 牡３栗 ５６ 吉田 稔内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 ビッグレッドファーム ５０２－ ２２：３８．０クビ ４３．２�

（愛知）

８１６ エアレブロン 牡３青鹿５６ 武 豊 �ラッキーフィールド松田 国英 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 アタマ ２１．７�
７１３ アヴァルース 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ２ 〃 クビ １２．２
４８ メイショウバキラ 牡３青 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４４８± ０２：３８．１� ２２．７�
５９ ファンドリリーダー 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４５２－ ２２：３８．２クビ １９８．８�
６１２	 ユ キ オ ー 牡３栗 ５６ 北村 友一�見澤幸夫氏 増本 豊 米 Alfonso

J.Mazzetti B４９８＋ ８ 〃 クビ １９８．１�
７１４ グッドファイト 牝３栗 ５４

５２ △田中 健中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 正和山本牧場 ４１０± ０２：３８．３� ４２７．７�
３５ アビアシオン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 片岡牧場 ４３４－ ４２：３８．４� ４０４．８�
１２ オリオンザクエスト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４３４－ ４２：３９．７８ ４３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１３，０００円 複勝： ５３，３５４，９００円 枠連： １７，３６０，２００円

普通馬連： ５２，９６８，０００円 馬単： ５０，２１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２７８，９００円

３連複： ７０，７６１，０００円 ３連単： １２７，８９７，０００円 計： ４１６，９４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－８） ７４０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５２０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １０，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１１３０ 的中 � １６３３７（３番人気）
複勝票数 計 ５３３５４９ 的中 � ２１２８７（４番人気）� ３４２０７０（１番人気）� ７７７２６（２番人気）
枠連票数 計 １７３６０２ 的中 （２－８） １７４４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２９６８０ 的中 �� ３７９５９（２番人気）
馬単票数 計 ５０２１１７ 的中 �� １３０３５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２７８９ 的中 �� １４６８７（２番人気）�� ８４０４（７番人気）�� ５８８１８（１番人気）
３連複票数 計 ７０７６１０ 的中 ��� ７１３１７（１番人気）
３連単票数 計１２７８９７０ 的中 ��� ９０１５（２６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．２―１２．７―１２．９―１３．１―１４．３―１３．７―１２．９―１１．６―１１．４―１１．７―１１．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．４―３０．６―４３．３―５６．２―１：０９．３―１：２３．６―１：３７．３―１：５０．２―２：０１．８―２：１３．２―２：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→」 上り４F４６．２―３F３４．６
１
�
６，１１（２，１３）（４，３，７）１０（５，１４）－１，１５（１２，８）１６，９・（６，１１，１３，７）（４，１０，８）３，１５（２，５）（１，１６）１４（１２，９）

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

勝馬の
紹 介

ディバインフレイム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．３ 函館１３着

２００６．２．１８生 牡３鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン ８戦１勝 賞金 ８，３００，０００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。
（非当選馬） １頭 テイエムワカジシ号
※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。



１６０２８ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

６１１ マ イ ウ エ イ 牡３鹿 ５６
５４ △荻野 琢真近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５４＋１０１：４８．４ ２．５�

３６ エリモキスミー 牝３芦 ５４
５１ ▲大下 智山本 敏晴氏 大根田裕之 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ４１：４９．０３� ２６．０�

２３ ベーリンジア 牡３栗 ５６
５５ ☆藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５０４ ―１：４９．１クビ ６．６�

５１０ タニノネグローニ 牡３黒鹿 ５６
５４ △宮崎 北斗谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４７８＋１０１：４９．７３� ４．８�

３５ オカゲサマデ 牝３鹿 ５４ 生野 賢一小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４４０＋ ６１：４９．９１� ３０．９�
１１ ニホンピロリーベル 牡３栗 ５６

５４ △田中 健小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４５０－ ６１：５０．０� ２８．０�
１２ コンゴウテンリュオ 牡３栗 ５６ 田中 克典金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 神垣 道弘 ４９２± ０１：５０．１� ７．５	
８１５ サンライズゴールド 牝３鹿 ５４ 田村 太雅 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４６０＋ ２１：５０．２� ３８．８

７１３ カントリーローズ 牝３栗 ５４ 北村 浩平蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４３２± ０１：５０．３� ２８２．２�
４７ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６ 高井 彰大 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４６２－ ６１：５０．４� １５８．９
２４ イラクリオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４７２＋２２１：５０．６１� ５５．３�
７１４ チムドンドン 牝３鹿 ５４ 中村 将之小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４７４± ０ 〃 ハナ １８３．３�
６１２ カネトシタフガイ 牡３芦 ５６ 上野 翔兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４５８－ ４１：５０．７� １０．５�
５９ タガノシューマン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４９６－ ２１：５０．９１� １０．８�
８１６ エリモハッピー 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志山本 敏晴氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５４－ ２１：５１．１１� １６４．７�
４８ シゲルミムロヤマ 牝３鹿 ５４ 船曳 文士森中 蕃氏 田中 章博 日高 法理牧場 ４５６± ０１：５３．９大差 １６３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７２４，４００円 複勝： ２６，８１９，５００円 枠連： ２０，８７９，３００円

普通馬連： ５４，６９３，３００円 馬単： ４０，５６３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１８０，７００円

３連複： ７３，８８８，５００円 ３連単： １０８，３４３，９００円 計： ３６５，０９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ５１０円 � ２２０円 枠 連（３－６） １，５１０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ４６０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� ３０，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８７２４４ 的中 � ６００８０（１番人気）
複勝票数 計 ２６８１９５ 的中 � ７３６８２（１番人気）� ９７９５（９番人気）� ２９４９４（４番人気）
枠連票数 計 ２０８７９３ 的中 （３－６） １０２２４（６番人気）
普通馬連票数 計 ５４６９３３ 的中 �� １３６１３（１２番人気）
馬単票数 計 ４０５６３３ 的中 �� ６５４６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１８０７ 的中 �� ５３５８（１２番人気）�� １２３８１（３番人気）�� ２３８２（２８番人気）
３連複票数 計 ７３８８８５ 的中 ��� ９０３９（１９番人気）
３連単票数 計１０８３４３９ 的中 ��� ２６２３（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．９―３５．４―４８．１―１：０１．０―１：１３．０―１：２４．９―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ イ ウ エ イ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１２．１４ 阪神８着

２００６．３．２０生 牡３鹿 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミムロヤマ号は，平成２１年６月３０日まで平地競走に出走できない。



１６０２９ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１６ シンゼンオオジ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５１０＋ ２１：４５．５ ６．２�

６１１ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５６ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４８８＋ ４１：４５．８２ １．５�
３５ ナムラブレット 牡３鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １８．２�
３６ アローベアタキオン 牡３栗 ５６ 柴原 央明宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５０６－ ２１：４６．０１� １７．０�
２３ メイショウロッコー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 武田 博 新冠 北星村田牧場 ４９０＋ ２１：４６．１クビ ４４．１�
５９ スマイルミッキー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ３５．７�
４８ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５４ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４４６－ ６１：４６．５２� ３３．６	
６１２ テイエムリュウジン 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４６８± ０１：４６．６クビ ７５．２

１２ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８２＋ ２１：４６．８１� ３４０．０�
８１５ タマモビート 牡３鹿 ５６ 中舘 英二タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４６２－１２１：４７．１２ ４０．３�
１１ グランプリチェリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４７２＋ ２１：４７．３１� １６８．９
７１４ ヴィーヴァレジーナ 牝３栗 ５４ 浜中 俊芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４０８＋ ４１：４７．６２ ６８．１�
５１０� タ コ 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００－ ６１：４７．９１� ７．９�
４７ カタンジャレ 牡３栗 ５６ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ４９６－ ２１：４８．５３� ７９．７�
２４ ニホンピロイーグル 牡３栗 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 ４６６＋ ６１：４８．８２ ２９０．７�
７１３ イズミコマンダー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 新ひだか タガミファーム ４４０＋ ２１：４８．９� １２３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９３６，５００円 複勝： ６７，４１９，５００円 枠連： ２１，１１８，４００円

普通馬連： ６３，３１４，２００円 馬単： ５７，９９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５０９，２００円

３連複： ８４，８６３，１００円 ３連単： １５５，５２７，９００円 計： ５０１，６７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ２９０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ８４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２４９３６５ 的中 � ３１８０８（２番人気）
複勝票数 計 ６７４１９５ 的中 � ６０６４５（２番人気）� ４５７１７８（１番人気）� ２２１５２（５番人気）
枠連票数 計 ２１１１８４ 的中 （６－８） ５４３３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３１４２ 的中 �� １３９９０４（１番人気）
馬単票数 計 ５７９９０８ 的中 �� ３３９５４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５０９２ 的中 �� ４６１８３（１番人気）�� ６３５９（１０番人気）�� １６６３５（４番人気）
３連複票数 計 ８４８６３１ 的中 ��� ４６５０６（３番人気）
３連単票数 計１５５５２７９ 的中 ��� １２４４９（２３番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．２―１１．５―１３．２―１３．０―１２．１―１２．７―１２．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．８―２９．３―４２．５―５５．５―１：０７．６―１：２０．３―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
１
３
１６，１５（１０，１２）－（５，１３）（２，６，１４）４，１，１１－（３，７）９，８
１６，１５－（１０，１２，５，１１）２（９，６）（１４，３）１３，４，１，７，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンゼンオオジ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１．１０ 中京３着

２００６．５．６生 牡３鹿 母 アッサンブレ 母母 フォーカルプレーン ６戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 シゲルトカチダケ号・スマートパルス号・テイエムシバスキー号・トーホウオーディン号・マジックアロー号



１６０３０ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４８ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ２１：４７．７ １．８�

７１４ ドリームライナー 牡３鹿 ５６ 北村 友一青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４７８＋ ８１：４７．９１� １４．９�
２３ チュウワプリンス 牡３黒鹿５６ 池添 謙一中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ８１：４８．１１� ７．２�
６１１ ファミリズム 牝３青鹿５４ 岩田 康誠國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：４８．２� ７．７�
５９ アキノカウンター 牡３栗 ５６ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５０＋ ２ 〃 ハナ １８２．４�
１１ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５６ 幸 英明 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：４８．３クビ １０．７	
６１２ オールターゲット 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４５４± ０ 〃 クビ ７．３

１２ コスモタイムマシン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 日高 白井牧場 ４３０－ ２１：４８．５１ ３０．８�
４７ エムエスシャープ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎松岡 俊二氏 福永 甲 浦河 中山牧場 ４９２＋ ６１：４８．７１� １１８．１�
５１０ テ ツ キ セ キ 牡３黒鹿５６ 小牧 太木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６＋ ４ 〃 クビ ２９．３
７１３ アスカノヨアケ 牡３鹿 ５６ 石橋 守平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４３８－ ６ 〃 ハナ １２３．３�
８１６ ヒシロイヤル 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５００＋ ４１：４８．８� ４４．６�
３５ ヒシジェントリー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 飛渡牧場 ４４６－ ７ 〃 クビ １４８．５�
８１５	 ミチノクカントリー 牡３栗 ５６ 吉田 稔吉村 進氏 伊藤 強一 様似 清水 誠一 ４９８＋ ２１：４９．１２ ３０５．７�

（笠松） （愛知）

３６ イマカツウィーズ 牡３鹿 ５６ 松田 大作今西 和雄氏 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 ４５８－ ６１：４９．６３ ９７．２�
２４ 	 パワフルチェリー 牝３栗 ５４ 浜口 楠彦福永 實氏 小森 勝政 日高 沖田牧場 ４２２－１６１：４９．８１� ５９４．５�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６６５，８００円 複勝： ４６，２３１，１００円 枠連： ２１，９７２，３００円

普通馬連： ６９，０２６，２００円 馬単： ５４，８４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７０６，４００円

３連複： ９０，１２６，２００円 ３連単： １６０，９２５，９００円 計： ５００，４９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（４－７） １，３３０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３２０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １２，８００円

票 数

単勝票数 計 ２８６６５８ 的中 � １２７８４６（１番人気）
複勝票数 計 ４６２３１１ 的中 � １９５９８６（１番人気）� ２３６９０（６番人気）� ４６４３１（４番人気）
枠連票数 計 ２１９７２３ 的中 （４－７） １２２４７（５番人気）
普通馬連票数 計 ６９０２６２ 的中 �� ３５５１４（５番人気）
馬単票数 計 ５４８４２３ 的中 �� １９１８２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７０６４ 的中 �� １２６６９（５番人気）�� ２４９９０（２番人気）�� ５５７８（１３番人気）
３連複票数 計 ９０１２６２ 的中 ��� ２３６１０（９番人気）
３連単票数 計１６０９２５９ 的中 ��� ９２８３（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．４―４８．８―１：００．８―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡３黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ ８戦２勝 賞金 ２５，４３８，０００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。
（非当選馬） １頭 ラルーチェ号
※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。



１６０３１ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

３５ フレアキャスケード 牝６鹿 ５５ 赤木高太郎伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６＋ ２１：４５．１ １４．２�
（７９７４）

５９ ラブリーコンサート 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介上茶谷 一氏 伊藤 大士 静内 友田牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ５．４�
２４ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４３０－ ２１：４６．７１０ ２．４�
８１６� シアトルレイナ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎大湯 幸栄氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４５４± ０１：４６．８� ６９．７�
２３ コナフェット 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 門別 白井牧場 ４５８＋ ６１：４７．０１� １１１．５�
７１３� キラメキパスワード 牝６栗 ５５ 吉田 稔ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４４４± ０１：４７．１� ３２．９�

（愛知）

６１１ ヴァリアントレディ 牝４青鹿５５ 上村 洋行 	サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８＋ ４ 〃 クビ ６．３


５１０ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 北村 友一谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４９２＋ ２１：４７．５２� ４０．８�
１１ ラ フ ア ッ プ 牝５鹿 ５５

５３ △荻野 琢真 	サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ２１：４７．７１� ６８．７�

４８ アメリカンヒロイン 牝４青鹿５５ 川島 信二小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４５４＋ ２１：４８．２３ ２１４．６
１２ ヤマニンファンシー 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４５６± ０１：４８．３� ９．１�
７１４ スティールシャーク 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４＋２２１：４８．４� ４２．２�
６１２ ウッドウインド 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介 	社台レースホース南井 克巳 千歳 社台ファーム ５０８－ ８１：４８．９３ １０．４�
８１５ シゲルスペランツァ 牝４鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４３０＋ ６１：４９．２２ １３４．２�
３６ タイセイフレイヤ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二田中 成奉氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ６１：４９．３� １１．５�
４７ � エイユールージュ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 静内 由利 徳之 ４２６－２０１：４９．４� ２６５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９１，９００円 複勝： ３２，１４４，３００円 枠連： ２４，１５１，６００円

普通馬連： ７１，５２７，８００円 馬単： ４９，６９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０３１，０００円

３連複： ９３，３７８，９００円 ３連単： １４８，７０４，０００円 計： ４６６，２２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－５） １，２３０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９１９ 的中 � １１９９１（７番人気）
複勝票数 計 ３２１４４３ 的中 � ２８８０８（４番人気）� ５７０９９（２番人気）� ９０６３２（１番人気）
枠連票数 計 ２４１５１６ 的中 （３－５） １４５６２（６番人気）
普通馬連票数 計 ７１５２７８ 的中 �� ２０５８１（８番人気）
馬単票数 計 ４９６９５６ 的中 �� ５４２４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０３１０ 的中 �� ９３５９（７番人気）�� １２４５０（３番人気）�� ２７１８０（１番人気）
３連複票数 計 ９３３７８９ 的中 ��� ３８４３４（２番人気）
３連単票数 計１４８７０４０ 的中 ��� ６７２０（３１番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１１．１―１３．１―１３．２―１２．４―１２．６―１２．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２８．６―４１．７―５４．９―１：０７．３―１：１９．９―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フレアキャスケード �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１１．１２ 京都２着

２００３．３．９生 牝６鹿 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ４３戦２勝 賞金 ３９，４９０，０００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 チャームマロン号
（非抽選馬） １頭 シュルヴィーヴル号
※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。



１６０３２ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３日 第８競走 ��
��１，２００�

かしこじま

賢 島 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４７ ショウナンカザン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７２－ ２１：０８．０ １．９�

８１５ ブルーミンバー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：０８．１� １６．８�
３５ � ワンダータバスコ 牡６栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 B４８８－ ４１：０８．３１	 １８．１�
１１ 
 ロックオブサリサ 牝４鹿 ５５ 武 豊斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４３０± ０ 〃 クビ １１．４�
７１４ メイショウバレーヌ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １８．８�
４８ 
 セレスダイナミック �６黒鹿５７ 岩田 康誠岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９４＋ ２１：０８．４� ６７．９�
８１６ ストリートスタイル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２４＋ ８１：０８．５クビ ３．７�
２４ � ボストンカラーズ 牡５栗 ５７ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 B５５６－ ６１：０８．７１	 ３９．２

２３ リルティングソング 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ４３．１�
７１３ ナムラフランキー 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥奈村 信重氏 福島 信晴 新冠 石郷岡 松

太郎 ４６６± ０ 〃 アタマ ４２．２
６１２ クリールバレット 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６６－ ６１：０８．９１� ５９．１�
６１１ レミーエンジェル 牝５栗 ５５ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ １１２．６�
５１０ スズカアトラス 牡６鹿 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９０＋１０１：０９．０� ６７．８�
１２ リトルビスケット 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 静内 カントリー牧場 ４３４＋ ２１：０９．１クビ １９．０�
３６ エーシンエスヴィー 牡５芦 ５７ 吉田 稔平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ５３．１�

（愛知）

５９ タケデンサンバ 牝６栗 ５５ 川島 信二武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７８± ０１：０９．５２� ３４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７８２，９００円 複勝： ５５，１７１，８００円 枠連： ３１，４３７，４００円

普通馬連： １１７，７７３，６００円 馬単： ７７，２２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５４０，９００円

３連複： １３２，０１１，８００円 ３連単： ２６１，７７５，１００円 計： ７３９，７２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３６０円 枠 連（４－８） ２６０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ６７０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ５，９７０円 ３ 連 単 ��� １６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２７７８２９ 的中 � １１７０４３（１番人気）
複勝票数 計 ５５１７１８ 的中 � ２４６４２１（１番人気）� ３１４５０（４番人気）� ２５２９５（５番人気）
枠連票数 計 ３１４３７４ 的中 （４－８） ９２５０８（１番人気）
普通馬連票数 計１１７７７３６ 的中 �� ７８１３１（３番人気）
馬単票数 計 ７７２２７８ 的中 �� ３６０２４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５４０９ 的中 �� １６６９３（３番人気）�� １３８８０（５番人気）�� ３９２７（２３番人気）
３連複票数 計１３２０１１８ 的中 ��� １６３３０（１６番人気）
３連単票数 計２６１７７５１ 的中 ��� １１７３６（４０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．１―１１．５―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．４―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカザン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー ２００７．１１．１０ 東京８着

２００５．３．２９生 牡４鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク １７戦３勝 賞金 ５７，０９４，０００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。



１６０３３ ５月３０日 晴 良 （２１中京３）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走１５時００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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

１１ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５６ 武 豊�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６０＋１２１：４８．４ ７．１�

５５ ヤマニンウイスカー 牡３青 ５６ 赤木高太郎土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ６．８�
８８ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ２１：４８．５� ３．９�
４４ � イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５７ 幸 英明岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ４９８± ０１：４８．９２	 ７７．５�
６６ ジャングルストーン 牡３栗 ５６ 中舘 英二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０± ０１：４９．１１
 ４１．６�
３３ デ ル フ ォ イ 牡３鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４５８± ０ 〃 クビ ２．０	
７７ メイショウドンタク 牡３黒鹿５７ 小牧 太松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４８８－ ２１：４９．２クビ １３．２

２２ シゲルキリガミネ 牝３青 ５４ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４６４＋ ４１：４９．３� ４０．１�
８９ バアゼルリバー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４１：４９．６１� １４．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４８，０１６，１００円 複勝： ７６，１３３，３００円 枠連： ２４，８３９，７００円

普通馬連： １３８，３４７，２００円 馬単： １０８，５７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，６５５，４００円

３連複： １４８，０９９，９００円 ３連単： ４２６，７８４，８００円 計： １，０１４，４４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（１－５） ２，５４０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� ２０，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４８０１６１ 的中 � ５３５８０（４番人気）
複勝票数 計 ７６１３３３ 的中 � ８１３３４（４番人気）� ８７４３９（３番人気）� １４４０６３（２番人気）
枠連票数 計 ２４８３９７ 的中 （１－５） ７２２９（９番人気）
普通馬連票数 計１３８３４７２ 的中 �� ４０６３７（１０番人気）
馬単票数 計１０８５７２７ 的中 �� １６９６０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３６５５４ 的中 �� １４６９８（１０番人気）�� ２４２３６（６番人気）�� ２６０７０（４番人気）
３連複票数 計１４８０９９９ 的中 ��� ３８８４７（９番人気）
３連単票数 計４２６７８４８ 的中 ��� １５６１５（６２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．２―１２．８―１２．４―１１．９―１１．５―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．２―５０．０―１：０２．４―１：１４．３―１：２５．８―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．１
１
３
２，５（１，９）４（８，６）３，７・（２，５）１（４，９）６，８，３－７

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

勝馬の
紹 介

イ コ ピ コ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．８ 京都１５着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット ６戦３勝 賞金 ３５，９３１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１６０３４ ５月３０日 晴 良 （２１中京３）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�第４５回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走１５時３５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，２０．５．３１以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２０．５．３０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 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００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

１：５６．９
１：５６．４

良

良

８１７ サクラメガワンダー 牡６栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９０－ ６１：５８．４ ２．１�

５９ シャドウゲイト 牡７黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６１：５８．６１� ２５．７�
３６ ホワイトピルグリム 牡４芦 ５７ 川田 将雅�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５８－ ４ 〃 ハナ １６．２�
６１１ ベッラレイア 牝５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 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．０�
２３ スマートギア 牡４栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５４－ ２１：５８．７クビ ６．２�
２４ インティライミ 牡７鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７８＋１４１：５８．９１� １６．６	
５１０ ニルヴァーナ 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ３４．８

４７ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３６＋ ２１：５９．０クビ ２６．５�
７１５ トウショウヴォイス 牡７黒鹿５７ 岩田 康誠トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １０３．９�
１１ ミストラルクルーズ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９８＋ ４１：５９．２１� ７６．１
４８ ライムキャンディ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２８＋１４ 〃 クビ ８７．２�
８１８ ヴィクトリー 牡５鹿 ５８ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ １１．７�
３５ サクラオリオン 牡７黒鹿５７ 藤岡 佑介�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４８２＋ ８１：５９．４１ ５９．６�
７１３ リキアイサイレンス 牡８鹿 ５７ 小牧 太高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５００＋ ２ 〃 ハナ ２５９．６�
１２ カネトシツヨシオー 牡６鹿 ５７ 吉田 稔兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２ 〃 ハナ ３６．４�

（愛知）

８１６ アグネスアーク 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ２０．１�
６１２ ワンモアチャッター 牡９黒鹿５７ 鮫島 良太松井 一三氏 佐藤 吉勝 白老 白老ファーム ４６０＋ ８２：００．７８ ２１３．７�
７１４ アグネストレジャー 牡７黒鹿５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５００± ０２：０２．１９ ２９２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９７，６５８，６００円 複勝： １４２，００１，７００円 枠連： １１１，４９０，３００円

普通馬連： ５８３，１３５，４００円 馬単： ２８４，０９４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，０６２，６００円

３連複： ６２１，５５０，９００円 ３連単： １，１７４，８３７，８００円 計： ３，１５８，８３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ５４０円 � ３６０円 枠 連（５－８） １，２２０円

普通馬連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ７００円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ９，０００円 ３ 連 単 ��� ３６，１９０円

票 数

単勝票数 計 ９７６５８６ 的中 � ３７３７６５（１番人気）
複勝票数 計１４２００１７ 的中 � ４７８６９２（１番人気）� ４８５８３（１０番人気）� ７８２８７（５番人気）
枠連票数 計１１１４９０３ 的中 （５－８） ６７５１８（５番人気）
普通馬連票数 計５８３１３５４ 的中 �� １６４４８２（９番人気）
馬単票数 計２８４０９４０ 的中 �� ５５７８２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４０６２６ 的中 �� ３３３２９（１０番人気）�� ５３５９５（５番人気）�� １０７０５（３７番人気）
３連複票数 計６２１５５０９ 的中 ��� ５０９７４（２７番人気）
３連単票数 計１１７４８３７８ 的中 ��� ２３９６２（８９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．３―１２．７―１２．３―１２．１―１２．２―１１．７―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３４．６―４７．３―５９．６―１：１１．７―１：２３．９―１：３５．６―１：４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サクラメガワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 阪神４着

２００３．３．２５生 牡６栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー ２７戦７勝 賞金 ３６６，２３０，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 ゴールデンメイン号・トーホウレーサー号・ヒラボクロイヤル号
※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。



１６０３５ ５月３０日 晴 良 （２１中京３）第３日 第１１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

５１０ ト シ ナ ギ サ 牡４栗 ５７ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０４＋ ４１：４５．３ １０．０�

３５ ブライアンズエッセ 牡６栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５０８± ０１：４５．９３� ４．１�
１１ � エイシンハンコック 牡６黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８０± ０１：４６．１１ ５．１�
２４ キ ア ー ロ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ７９．０�
６１２ ビードラスティック 牡５黒鹿５７ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４４－ ４１：４６．２クビ １０．０�
７１４ グレースエポナ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５２２－１２ 〃 クビ ７．２�
８１５ カシノブレイヴリ 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５２０＋ ６１：４６．３	 ４９．０	
１２ ホーマンクラフト 牡６鹿 ５７ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４３４＋ ６ 〃 アタマ １５．０

８１６�
 エーシンエヴァン 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ５１０＋１４ 〃 ハナ ２３．７�
４７ ピエナエイム 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７８＋ ４１：４６．４クビ ２８．２�
６１１ アイアンキング �６鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：４６．５� ６．０
２３ 
 シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ １２．１�
４８ エイティフロー 牡８鹿 ５７ 吉田 稔前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５１４＋ ２１：４６．８１	 １３８．４�

（愛知）

３６ マナーハウス �６黒鹿 ５７
５５ △宮崎 北斗吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：４７．１２ １６４．６�

７１３ アドマイヤミラクル 牡６青鹿 ５７
５６ ☆藤岡 康太近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 ５０６－ ６ 〃 クビ ３２．４�

５９ 
 シルクストライカー 牡５青鹿５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４５０－１０１：４８．０５ １７１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１５７，３００円 複勝： ５１，０４８，４００円 枠連： ４２，９９１，０００円

普通馬連： １４３，５５３，８００円 馬単： ８３，９３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１７３，０００円

３連複： １８２，４５１，４００円 ３連単： ３２２，７８９，６００円 計： ９０２，０９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３１０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－５） ２，５６０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� １，０２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ２６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３１１５７３ 的中 � ２４６３３（６番人気）
複勝票数 計 ５１０４８４ 的中 � ３５００７（６番人気）� １０５８４６（１番人気）� ７６９６１（２番人気）
枠連票数 計 ４２９９１０ 的中 （３－５） １２４１８（１３番人気）
普通馬連票数 計１４３５５３８ 的中 �� ４２０９０（８番人気）
馬単票数 計 ８３９３２７ 的中 �� １１２３１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１７３０ 的中 �� １０１７３（１２番人気）�� １０２８８（１１番人気）�� ２８７１８（１番人気）
３連複票数 計１８２４５１４ 的中 ��� ３６２８２（６番人気）
３連単票数 計３２２７８９６ 的中 ��� ９１３２（５４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．１―３０．０―４３．４―５５．９―１：０８．３―１：２０．８―１：３２．９

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

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

勝馬の
紹 介

ト シ ナ ギ サ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．９．１６ 阪神７着

２００５．４．２６生 牡４栗 母 ノルデンフリマー 母母 ヒダカサクセス ９戦３勝 賞金 ２７，３８６，０００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） １頭 エミネムシチー号
（非抽選馬） ４頭 ディアプリンシパル号・トップオブハワイキ号・トップコマチ号・ナムラグローリー号
※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。



１６０３６ ５月３０日 晴 良 （２１中京３）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４７ � マヤノクレナイ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊田所 英子氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８０＋１２１：０８．６ １８．８�

５９ � テーオーエンペラー 牡６黒鹿５７ 田中 勝春小笹 公也氏 須貝 尚介 三石 中田 英樹 B４９４－ ４１：０８．９２ ７．４�
３６ ヴ ェ ン テ ィ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８４－ ２ 〃 ハナ １３．７�
３５ � ワンダージュール 牝５鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４０８＋ ８１：０９．２２ １０２．６�
２４ エースデヨバン 牡７黒鹿５７ 太宰 啓介�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 B４６２＋ ８１：０９．３クビ ３８．４�
６１２ ノーブルマン 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 門別 新生ファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ２．０�
７１５ ドリームガールズ 牝４栗 ５５ 川島 信二山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント B４４６＋ ２ 〃 アタマ ２４．９	
１２ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文�ターフ・スポート大竹 正博 新冠 村田牧場 ４２６＋ ６１：０９．４クビ ３１．４

６１１ アンプレシオネ 牝４芦 ５５ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４３８－ ４１：０９．５� ９９．４�
１１ メジロアースラ 牝４青鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ９．２
８１８ ヒシシャトル 牝４鹿 ５５ 中舘 英二阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２２．１�
７１３ スニーカーブルース 牡５鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４４６－ ２ 〃 アタマ ６．８�
８１６ トーアアーサー 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 恭介東亜駿馬� 松永 康利 豊浦トーア牧場 ４４６± ０１：０９．７� １８７．８�
８１７� フェールクークー 牝４栗 ５５ 川田 将雅�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４３８－ ４１：０９．８� ３８．５�
７１４ タイキティファニー 牝４青鹿５５ 上村 洋行�大樹ファーム 矢野 英一 早来 ノーザンファーム ４５８＋１０１：１０．５４ １６９．１�
２３ コロナガール 牝４栗 ５５ 吉田 稔�信岡牧場 加藤 敬二 浦河 市川フアーム ４８８－ ２１：１０．７１� ７４．８�

（愛知）

５１０� リッカビクトリー 牝４鹿 ５５ 幸 英明立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５０＋１２１：１１．４４ ６５．８�

（１７頭）
４８ ネバーチェンジ 牡５黒鹿５７ 飯田 祐史山本 慎一氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４０，４７２，２００円 複勝： ５９，３２１，３００円 枠連： ４５，２９６，３００円

普通馬連： １４８，０１７，３００円 馬単： １０１，９２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，８１４，２００円

３連複： １８５，５６０，３００円 ３連単： ３７８，７４４，７００円 計： １，００９，１４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８８０円 複 勝 � ５１０円 � ２５０円 � ３８０円 枠 連（４－５） ６，３４０円

普通馬連 �� ７，９５０円 馬 単 �� １８，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ２，４５０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２６，７００円 ３ 連 単 ��� １６９，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４０４７２２ 的中 � １７０２３（６番人気）
複勝票数 計 ５９３２１３ 的中 � ２８１３９（６番人気）� ７１２４３（２番人気）� ４０７５４（５番人気）
枠連票数 計 ４５２９６３ 的中 （４－５） ５２７９（２３番人気）
普通馬連票数 計１４８０１７３ 的中 �� １３７４１（２１番人気）
馬単票数 計１０１９２０８ 的中 �� ４０７７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９８１４２ 的中 �� ７２７１（１７番人気）�� ４９２７（２４番人気）�� １１１８１（１１番人気）
３連複票数 計１８５５６０３ 的中 ��� ５１３０（７９番人気）
３連単票数 計３７８７４４７ 的中 ��� １６４８（４３５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．１―１１．７―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．２―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マヤノクレナイ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Seeking the Gold

２００４．３．３０生 牝５鹿 母 エ ン ベ ゼ ル 母母 Bookkeeper ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００８．８．５ 名古屋

〔出走取消〕 ネバーチェンジ号は，疾病〔左結膜炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 タイキティファニー号の騎手上村洋行は，発馬機内での御法（突進された）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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンタナイト号・ジョーブリス号・プライドオブキング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２１中京３）第３日 ５月３０日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

２９９，５１０，０００円
２，１１０，０００円
８，７００，０００円
２，８１０，０００円
３１，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，５８４，０００円
５，１９４，０００円
１，８６１，２００円

勝馬投票券売得金
３８７，９９６，０００円
６５５，３９４，８００円
３９１，２６５，９００円
１，５３０，５６６，８００円
９８０，０７３，２００円
４７９，６７２，８００円
１，８０９，０１１，４００円
３，４６２，７７０，９００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 ９，６９６，７５１，８００円

総入場人員 ２６，２３６名 （有料入場人員 ）




