
１５０２７ ５月３１日 曇 良 （２０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）

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

１２ トゥリオーニ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲田中 克典 �キャロットファーム 中尾 正 浦河 市川フアーム ４７４± ０１：４９．０ ４．０�

６１１ オースミターゲット 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 健�オースミ 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７０＋ ４１：４９．３１� ７．８�

７１３ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４１６－１０１：４９．５１� ７．１�

４８ トミケンプライム 牡３栗 ５６
５３ ▲大下 智冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ３９４＋ ４ 〃 アタマ ９．３�

３６ エーシンピークブイ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ８６．６�

８１５ ラインクリスタル 牝３青鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士大澤 繁昌氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ ２４．５	

１１ カネトシレジアス 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１２± ０１：４９．６クビ ２．７


５９ ファンキードラゴン 牡３黒鹿５６ 中村 将之松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ５００－ ４１：５０．０２� ９．３�
２４ フ ァ ド 牡３鹿 ５６ 柴原 央明山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２－ ６ 〃 アタマ １１５．５�
３５ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３０．１
２３ スプリングニース 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４３８± ０ 〃 クビ １４８．６�
４７ ファーマウォラト 牡３栗 ５６ 生野 賢一林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４５４－ ８１：５０．１クビ ３４．４�
６１２ トロピカルガイ 牡３黒鹿５６ 南井 大志小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４２２＋ ２１：５１．１６ ２４２．２�
８１６ エ ミ リ オ ン �３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真吉田 和美氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４２８ ― 〃 クビ ７４．１�
７１４ ラピドフレチャ 牡３黒鹿５６ 黒岩 悠冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ４６４－ ４１：５２．３７ ２５３．６�
５１０ マルカネルソン 牡３鹿 ５６ 北村 浩平河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：５３．４７ １５９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１２１，３００円 複勝： ２２，２０２，１００円 枠連： ２０，３５８，１００円

普通馬連： ５９，５４３，７００円 馬単： ５８，９９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５６３，４００円

３連複： ９３，７７９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，５６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２２０円 枠 連（１－６） ７８０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ７３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１２１３ 的中 � ２９９６３（２番人気）
複勝票数 計 ２２２０２１ 的中 � ３７７１０（２番人気）� ２１７２６（５番人気）� ２６５４５（３番人気）
枠連票数 計 ２０３５８１ 的中 （１－６） １９３７２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９５４３７ 的中 �� ２０５１９（９番人気）
馬単票数 計 ５８９９８１ 的中 �� １２０１４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５６３４ 的中 �� ５９８０（９番人気）�� ６３６７（７番人気）�� ５１８５（１１番人気）
３連複票数 計 ９３７７９７ 的中 ��� １７２１７（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．６―４８．９―１：０１．６―１：１３．６―１：２５．６―１：３７．１

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

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

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

勝馬の
紹 介

トゥリオーニ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００８．５．１７ 京都５着

２００５．４．２８生 牡３青鹿 母 キタノオゴジョ 母母 キタノベンチヤー ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 オースミターゲット号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカネルソン号は，平成２０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェルガーナ号
（非抽選馬） １頭 カシノマルス号


