
１５００５ ５月２４日 曇 良 （２０中京２）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

２４ マイネソシオ 牝３青鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊 �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 ４１６－ ８１：４７．６ ５．６�

１２ カブリオール 牡３芦 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 パカパカ
ファーム ４９８－ ４１：４７．９１� １４．３�

３６ マルイチポケット 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦小林 茂行氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４８６－ ８１：４８．１１� １５．３�
８１６ シングルショット 牡３青 ５６ 安藤 勝己深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ４９４－ ２１：４８．５２� １．８�
３５ フミノパシフィック 牡３栗 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０２＋ ２ 〃 アタマ １３．２�
８１５ アマノスパイダー 牡３栗 ５６ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 小田 誠一 ４８６＋ ４１：４８．６クビ ３９．５�
４７ マッキーケインズ 牡３栗 ５６ 梶 晃啓薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２０－ ４１：４８．７� ２２２．９	
５１０ ヤマカツアザミ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行山田 和夫氏 安達 昭夫 浦河 絵笛牧場 ４２０＋ ６１：４８．９１� １１７．９

７１４ スズカベーブ 牡３黒鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９２ ―１：４９．１１� ６．７�
１１ アキノレンダ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 羽月 友彦 浦河 三栄牧場 ４６４＋ ２１：４９．２� １６９．７�
７１３ ロックスーパーノバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典小原 巖氏 小原伊佐美 浦河 平成ファーム ４３６＋１６１：４９．３� ４０２．５
６１２ メイショウエビス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４７８± ０１：４９．４� ２６．８�
６１１ フジヤマワンダー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介藤本 龍也氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ５００ ―１：４９．５� ３１．７�
２３ オンワードネス 牡３栗 ５６ 熊沢 重文樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８２－ ４１：４９．７１� ２４７．７�
４８ タカプリンセス 牝３芦 ５４

５１ ▲田村 太雅高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４３０＋ ８ 〃 クビ ４１２．５�
５９ クイーンオブナイト 牝３青鹿５４ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 北星村田牧場 ４３４ ―１：５０．０１� ３３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９４８，０００円 複勝： ２３，０３４，８００円 枠連： １６，８１７，２００円

普通馬連： ５６，５７４，４００円 馬単： ６１，２１５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７１，８００円

３連複： ８８，８１０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８５，１７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ３７０円 枠 連（１－２） ２，８２０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ５，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ９００円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ８，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９４８０ 的中 � ２７１２３（２番人気）
複勝票数 計 ２３０３４８ 的中 � ３９３４３（２番人気）� １８２３５（４番人気）� １４５９４（６番人気）
枠連票数 計 １６８１７２ 的中 （１－２） ４４０５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５６５７４４ 的中 �� １４４７２（１０番人気）
馬単票数 計 ６１２１５４ 的中 �� ８６６２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７１８ 的中 �� ５８６６（８番人気）�� ５４８６（１１番人気）�� ３０００（１４番人気）
３連複票数 計 ８８８１０５ 的中 ��� ８１６１（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．４―１２．４―１２．２―１１．９―１１．７―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３５．６―４８．０―１：００．２―１：１２．１―１：２３．８―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネソシオ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２５ 札幌７着

２００５．４．２０生 牝３青鹿 母 ダイイチコパン 母母 ダイイチアレキ １２戦１勝 賞金 １３，１００，０００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。
（非当選馬） ３頭 カシノマルス号・ツルマルカフェ号・トーワドウサン号


