
１５００５ ５月１９日 晴 良 （１９中京２）第１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
１：４１．８

重

不良

５７ ヒラボクオウショー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４９２± ０１：４７．７ １０．５�

６１０ インプレスゴールド 牝３栗 ５４
５１ ▲藤岡 康太下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３０＋ ２１：４７．８� ８．８�

６９ �� ツルマルキセキ 牡３青鹿５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４４０－ ４１：４８．１２ ５４．５�
３４ � ストロングウィル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－１０１：４８．４１	 ２．３�
７１２�� スマートトリック 牡３黒鹿５６ 上野 翔大川 徹氏 宮 徹 浦河 バンダム牧場 ４７６＋１０１：４８．６１� ７５．０�
５８ � ナムラヘンリー 牡３栗 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４９４－ ２１：４８．７	 ６．１�
８１３� オーミチェリッシュ 牝３鹿 ５４ 岡部 誠岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 野表 春雄 ４０６－ ２１：４８．９１
 ２３．１	

（愛知）

２２ �� ゴーストライター 牡３黒鹿５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 三石 中村 和夫 ５３４± ０１：４９．１１ ５．７

３３ � マルターズマゼル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大藤田与志男氏 岡田 稲男 米 Yoshio Fujita ４３２－１２ 〃 アタマ １１９．２�
４６ マイネルガリレイ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５０＋ １１：４９．２クビ ７０．２�

（愛知）

１１ �� マーブルダンサー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ４７２＋ ４１：４９．４１
 １７．１
７１１� ロフティマウンテン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 清水 出美 米 Brookdale ５２２＋ ８１：５０．３５ ８．７�
４５ �� エイシンイッチョー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔平井 豊光氏 北出 成人 米 France Weiner &

Irwin J. Weiner ４７０＋ １１：５０．５１
 １５５．５�
（愛知）

８１４� タイガートルネード 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎服部 芳江氏 井上 正 新冠 田鎖牧場 ５０４＋ ６１：５１．２４ ２５９．５�
（愛知） （愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０９８，２００円 複勝： ２０，２４３，９００円 枠連： ２３，９３９，１００円

普通馬連： ５８，２９９，７００円 馬単： ５６，２７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７０８，３００円

３連複： ８９，９７７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２８２，５４０，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３６０円 � ２４０円 � １，０６０円 枠 連（５－６） ８３０円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ４，５３０円 �� ３，９５０円

３ 連 複 ��� ４６，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０９８２ 的中 � １２１７４（６番人気）
複勝票数 計 ２０２４３９ 的中 � １４７５５（６番人気）� ２５６４７（４番人気）� ４２９０（９番人気）
枠連票数 計 ２３９３９１ 的中 （５－６） ２１４７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８２９９７ 的中 �� １２６９２（１６番人気）
馬単票数 計 ５６２７３４ 的中 �� ６１２２（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７０８３ 的中 �� ３６６７（１８番人気）�� ９４８（３９番人気）�� １０８８（３５番人気）
３連複票数 計 ８９９７７８ 的中 ��� １４１５（１０４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．３―４３．４―５６．５―１：０９．３―１：２２．３―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクオウショー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Greinton デビュー ２００６．７．２９ 小倉８着

２００４．５．１２生 牡３鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００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。


