
１２１０７ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第１１競走 ��
��１，４００�テレビ愛知オープン

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５１�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳
５１�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

テレビ愛知賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１１ ヘッドライナー �７鹿 ５９ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ２１：２０．０ ３４．１�

３５ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ４．９�
４７ ツルマルジュピター 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８４－ ４１：２０．２１	 ２６．０�
１１ エーシンリジル 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５６＋１０１：２０．４１ ２１．７�
２３ ラインブラッド 牡５栗 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ ９．９�
１２ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５３ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５８± ０１：２０．５クビ ３９．１	
５９ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ N．ピンナ セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０８－ ４１：２０．６
 １１．９


（伊）

６１２ ス ピ リ タ ス �６栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：２０．７	 ６．４�
（豪）

３６ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５６ 丸野 勝虎竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５２０－ ２１：２０．８
 ４２８．１�
（愛知）

７１３ アーバンストリート 牡７芦 ５８ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５０－ ２ 〃 ハナ １９６．０
４８ セイコーライコウ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４８８－ ６１：２１．０１	 ３．１�
８１７ アンノルーチェ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２± ０１：２１．２１� ３４．９�
７１４� ファリダット 牡６青鹿５６ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management B４７０－ ６ 〃 クビ １４．８�
８１６ エーブダッチマン 牡５栗 ５５ 国分 恭介 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２５．５�
５１０� オセアニアボス 牡６青鹿５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９２－ ６１：２１．４
 ２０．５�
２４ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５３ 四位 洋文海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３８８± ０１：２１．８２	 １８．８�
８１５ オグリスペシャル 牡７鹿 ５５ 岡部 誠小栗 孝一氏 山中 輝久 三石 稲葉牧場 ４５６－ ６１：２２．２２	 ５６０．２�

（笠松） （愛知）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５３，１７５，４００円 複勝： ９３，６７０，１００円 枠連： ５５，２２９，４００円

馬連： ２５８，８９４，６００円 馬単： １２６，４００，６００円 ワイド： ８２，１５４，４００円

３連複： ３３６，８４１，６００円 ３連単： ５７７，１３６，２００円 計： １，５８３，５０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４１０円 複 勝 � ９８０円 � ２２０円 � ７４０円 枠 連（３－６） １，５１０円

馬 連 �� ８，１２０円 馬 単 �� ２１，６９０円

ワ イ ド �� ２，７２０円 �� ６，９５０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ６２，８６０円 ３ 連 単 ��� ４２８，５００円

票 数

単勝票数 計 ５３１７５４ 的中 � １２２９８（１２番人気）
複勝票数 計 ９３６７０１ 的中 � ２１９４４（１４番人気）� １４１７７５（２番人気）� ３０００１（１０番人気）
枠連票数 計 ５５２２９４ 的中 （３－６） ２７１７２（６番人気）
馬連票数 計２５８８９４６ 的中 �� ２３５３４（３１番人気）
馬単票数 計１２６４００６ 的中 �� ４３０２（８３番人気）
ワイド票数 計 ８２１５４４ 的中 �� ７４８３（３３番人気）�� ２８７２（７９番人気）�� ８６８３（２６番人気）
３連複票数 計３３６８４１６ 的中 ��� ３９５５（２０１番人気）
３連単票数 計５７７１３６２ 的中 ��� ９９４（１２５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１１．２―１０．９―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．２―４６．４―５７．３―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３３．６
３ １１－（７，１７）（１，１６）（５，１４）８，２（３，１０）（９，１２）１３，１５（６，４） ４ １１，７（１７，１４）（１，５）（１６，８）２（３，１０）９，１２（６，１３，４）－１５

勝馬の
紹 介

ヘッドライナー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．４．２１ 京都１着

２００４．５．１７生 �７鹿 母 ヘ バ 母母 Likely Exchange ３２戦８勝 賞金 １７６，６８６，０００円
〔制裁〕 テイエムカゲムシャ号の騎手丸野勝虎は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことに

ついて戒告。（１２番・１０番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１２１０８ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４７ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：５２．２ ３．０�

７１４ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０＋１２ 〃 クビ ２３．１�
２４ � タツパーシヴ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４８６＋ ８１：５２．３クビ ４．７�
１１ マルティニーク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８２＋ ９１：５２．６２ ９．３�
５１０� レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 安部 幸夫�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４７０－ ６１：５２．７クビ ７１．７�
（愛知）

３５ � モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 武 豊中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８２－ ４ 〃 ハナ ４０．５	
６１２ シ ン ワ ラ ヴ 牡６青鹿５７ 佐藤 哲三若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ５０４＋ ８ 〃 クビ １８．４

２３ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７２＋ ４１：５２．８クビ ９５．１�
７１３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ２１：５２．９	 ３．６�
１２ � サンレイハスラー 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０４± ０１：５３．３２	 ３２７．８
３６ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１２± ０１：５３．５１
 ４１．０�
４８ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 芹沢 純一セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ６１：５３．６� ３７．０�
６１１ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５ 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４５６－ ２１：５３．７クビ ７２．３�
５９ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７

５４ ▲花田 大昂鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ １１７．０�
８１５ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９８＋ ２１：５３．８� ４０．９�
８１６ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０２－ ４１：５３．９クビ １２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２４０，２００円 複勝： ５０，０２１，３００円 枠連： ２６，６２６，６００円

馬連： １０６，５０４，３００円 馬単： ６４，２００，７００円 ワイド： ４１，２４５，４００円

３連複： １３４，７２７，１００円 ３連単： ２５３，０９８，３００円 計： ７０４，６６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ５９０円 � ２００円 枠 連（４－７） ４００円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ３３０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ５，９４０円 ３ 連 単 ��� ３７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２８２４０２ 的中 � ７５３２３（１番人気）
複勝票数 計 ５００２１３ 的中 � １１７１８１（１番人気）� １６２０３（７番人気）� ６６４５５（３番人気）
枠連票数 計 ２６６２６６ 的中 （４－７） ５０２９５（１番人気）
馬連票数 計１０６５０４３ 的中 �� １９７０８（１３番人気）
馬単票数 計 ６４２００７ 的中 �� ８０１６（２１番人気）
ワイド票数 計 ４１２４５４ 的中 �� ６８５４（１２番人気）�� ３５５１３（２番人気）�� ４８４０（１９番人気）
３連複票数 計１３４７２７１ 的中 ��� １６７５６（１５番人気）
３連単票数 計２５３０９８３ 的中 ��� ５０４０（９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．７―５０．０―１：０３．１―１：１５．４―１：２７．８―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ツルマルスピリット �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１０．１０ 京都９着

２００７．２．７生 牡４青鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン １５戦３勝 賞金 ４２，８５０，０００円
※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） １頭 ハジメレンジャー号
（非抽選馬） ３頭 オースミカイエン号・パワーエース号・ファイナルパンチ号
※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。


