
１５００１ ５月２２日 晴 良 （２２京都４）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３５ スマートアルティラ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４５４ ―１：５４．２ ５．７�

７１３ ピュアストーン 牝３栗 ５４
５１ ▲高倉 稜後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋ ２１：５４．４１� ８．７�
３４ オモイカナウ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介小田切有一氏 田中 章博 日高 浦新牧場 ４５０－ ２１：５４．５� ７０．５�
１１ モンテローザ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎前迫 義幸氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：５４．８２ １９．９�
４６ ノアスカーレット 牝３鹿 ５４ 浜中 俊佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ２７．８�
４７ メイケイソフィア 牝３黒鹿５４ 幸 英明名古屋競馬� 田中 章博 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ １１．２�
５８ ネオスペチアーレ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４４８± ０１：５５．１１� ５．１	
２２ ポ ロ メ リ ア 牝３青 ５４ 福永 祐一
辻牧場 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 ４６２＋１４１：５５．３１� １３．８�
８１５ サダムセシボン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介大西 定氏 鮫島 一歩 新ひだか 藤沢牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １５２．７�
６１０ ラスティングソング 牝３青鹿５４ C．ウィリアムズ 
キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０± ０１：５５．４� ３．５

（豪）

５９ アスカノイオン 牝３栗 ５４ 小牧 太八木 良司氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２１：５６．４６ ２７．２�

７１２ セブンエナジー 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大
�昭牧場 本田 優 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ４１：５８．７大差 ２４１．２�
６１１ ロ ス マ リ ン 牝３鹿 ５４ 石橋 守田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 B４５６＋ ４ 〃 クビ １８５．１�
８１４ リシアンサス 牝３栗 ５４ 川田 将雅 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４８６ ―１：５９．０１� １０．５�
２３ トップココチャン 牝３栗 ５４ 和田 竜二
宮内牧場 柴田 光陽 新ひだか 元道牧場 ４４８－ ８２：０１．１大差 １３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，４１２，６００円 複勝： ２０，４７９，５００円 枠連： １１，１１１，２００円

普通馬連： ３６，７６６，１００円 馬単： ２５，５４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８５６，３００円

３連複： ５７，６９２，０００円 ３連単： ７８，２４０，０００円 計： ２５８，１００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ３２０円 � ３００円 � １，２７０円 枠 連（３－７） ３，２２０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ７，０７０円 �� ６，１８０円

３ 連 複 ��� ８６，１９０円 ３ 連 単 ��� ３９５，４９０円

票 数

単勝票数 計 １１４１２６ 的中 � １５９５６（３番人気）
複勝票数 計 ２０４７９５ 的中 � １８３８９（４番人気）� １９６８２（３番人気）� ３６４４（１２番人気）
枠連票数 計 １１１１１２ 的中 （３－７） ２５５４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３６７６６１ 的中 �� ８４７１（１３番人気）
馬単票数 計 ２５５４２９ 的中 �� ３３３３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８５６３ 的中 �� ３３７６（１４番人気）�� ５７７（５９番人気）�� ６６１（５６番人気）
３連複票数 計 ５７６９２０ 的中 ��� ４９４（１８１番人気）
３連単票数 計 ７８２４００ 的中 ��� １４６（８８５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．２―１２．６―１３．０―１２．８―１２．９―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．３―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートアルティラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Honour and Glory 初出走

２００７．４．１８生 牝３栗 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 スマートアルティラ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップココチャン号は，平成２２年６月２２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


