
１６００７ ５月２３日 晴 良 （２１中京３）第１日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

４７ ワイルドアフリカ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 和美氏 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５８＋ ４１：４６．６ １．７�

７１４ マチカネオイカゼ 牝４鹿 ５５ 吉田 稔細川 益男氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ５０２－ ２１：４７．０２� ３．６�
（愛知）

５１０ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 木村 健 �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 ４３２＋１０１：４７．４２� １８．７�

（兵庫）

２３ チノハテマデモ 牝５鹿 ５５ 千葉 直人北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ５００－１０１：４７．７１� １７．３�
８１６ パールグレイピアス 牝４青 ５５ 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４６４－１０ 〃 ハナ １６．３�
６１１ マロンティアラ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介栗崎 清治氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４６８－１０１：４８．４４ ２２１．２�
３５ スズカゲラン 牝６青鹿５５ 赤木高太郎永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４７４－ ２１：４８．５� １１３．２	
７１３� イントゥザライト 牝４鹿 ５５ 武 豊前田 幸治氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋１４ 〃 ハナ ８．４

２４ スズカクリアー 牝４鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 村山 明 浦河 辻 牧場 ４５４＋ ３１：４８．７１� ２１９．４�
６１２ ティンバールーカン 牝５芦 ５５ 幸 英明円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ５２４± ０１：４８．８クビ ９８．０�
１１ � キャナレット 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４４０－ ８１：４９．１２ １５５．３
３６ オタカラボックス 牝４栗 ５５ 小牧 太小林 祥晃氏 須貝 尚介 浦河 成隆牧場 ４５０± ０１：４９．４１� ５５．５�
１２ � イニミタブル 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 B４７２－１０ 〃 クビ ３４．６�
５９ � バブルガムエンド 牝４栗 ５５

５３ △田中 健畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 ５０４± ０１：４９．５� ３７１．６�
８１５� カシノラブコール 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ３３８．９�
４８ � ブライティアパール 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 恭介小林 昌志氏 梅田 康雄 門別 細川牧場 ４２０± ０１：５０．０３ ３２０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１１５，７００円 複勝： ３９，４３５，４００円 枠連： １８，１２０，４００円

普通馬連： ５３，３８９，４００円 馬単： ４７，３８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７８１，２００円

３連複： ６７，５８１，３００円 ３連単： １３７，２３８，１００円 計： ４００，０４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（４－７） １８０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ２，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７１１５７ 的中 � ８１０５４（１番人気）
複勝票数 計 ３９４３５４ 的中 � ２１８１９８（１番人気）� ８１６５４（２番人気）� １６４９９（５番人気）
枠連票数 計 １８１２０４ 的中 （４－７） ７５８３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３３８９４ 的中 �� １７７５３０（１番人気）
馬単票数 計 ４７３８１８ 的中 �� １１４０２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７８１２ 的中 �� ５６５９１（１番人気）�� ９０６３（６番人気）�� ６３７２（８番人気）
３連複票数 計 ６７５８１３ 的中 ��� ５５３４７（３番人気）
３連単票数 計１３７２３８１ 的中 ��� ４２７８９（５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．８―１３．５―１２．５―１２．３―１２．８―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．８―４３．３―５５．８―１：０８．１―１：２０．９―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワイルドアフリカ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．５．３ 京都２着

２００５．４．１８生 牝４鹿 母 タカノルージュ 母母 ニ レ ザ ク ラ ６戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔制裁〕 ブライティアパール号の騎手国分恭介は，２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番・１２番への進

路影響）
※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） ３頭 ヴァリアントレディ号・チャームマロン号・メイショウフェーヴ号
（非抽選馬） １頭 シュルヴィーヴル号
※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。


