
１６０３１ ５月３０日 曇 良 （２１中京３）第３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

３５ フレアキャスケード 牝６鹿 ５５ 赤木高太郎伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６＋ ２１：４５．１ １４．２�
（７９７４）

５９ ラブリーコンサート 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介上茶谷 一氏 伊藤 大士 静内 友田牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ５．４�
２４ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 �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 ４３０－ ２１：４６．７１０ ２．４�
８１６� シアトルレイナ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎大湯 幸栄氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４５４± ０１：４６．８� ６９．７�
２３ コナフェット 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 門別 白井牧場 ４５８＋ ６１：４７．０１� １１１．５�
７１３� キラメキパスワード 牝６栗 ５５ 吉田 稔ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４４４± ０１：４７．１� ３２．９�

（愛知）

６１１ ヴァリアントレディ 牝４青鹿５５ 上村 洋行 	サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８＋ ４ 〃 クビ ６．３


５１０ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 北村 友一谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４９２＋ ２１：４７．５２� ４０．８�
１１ ラ フ ア ッ プ 牝５鹿 ５５

５３ △荻野 琢真 	サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ２１：４７．７１� ６８．７�

４８ アメリカンヒロイン 牝４青鹿５５ 川島 信二小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４５４＋ ２１：４８．２３ ２１４．６
１２ ヤマニンファンシー 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４５６± ０１：４８．３� ９．１�
７１４ スティールシャーク 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４＋２２１：４８．４� ４２．２�
６１２ ウッドウインド 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介 	社台レースホース南井 克巳 千歳 社台ファーム ５０８－ ８１：４８．９３ １０．４�
８１５ シゲルスペランツァ 牝４鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４３０＋ ６１：４９．２２ １３４．２�
３６ タイセイフレイヤ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二田中 成奉氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ６１：４９．３� １１．５�
４７ � エイユールージュ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 静内 由利 徳之 ４２６－２０１：４９．４� ２６５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９１，９００円 複勝： ３２，１４４，３００円 枠連： ２４，１５１，６００円

普通馬連： ７１，５２７，８００円 馬単： ４９，６９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０３１，０００円

３連複： ９３，３７８，９００円 ３連単： １４８，７０４，０００円 計： ４６６，２２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－５） １，２３０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９１９ 的中 � １１９９１（７番人気）
複勝票数 計 ３２１４４３ 的中 � ２８８０８（４番人気）� ５７０９９（２番人気）� ９０６３２（１番人気）
枠連票数 計 ２４１５１６ 的中 （３－５） １４５６２（６番人気）
普通馬連票数 計 ７１５２７８ 的中 �� ２０５８１（８番人気）
馬単票数 計 ４９６９５６ 的中 �� ５４２４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０３１０ 的中 �� ９３５９（７番人気）�� １２４５０（３番人気）�� ２７１８０（１番人気）
３連複票数 計 ９３３７８９ 的中 ��� ３８４３４（２番人気）
３連単票数 計１４８７０４０ 的中 ��� ６７２０（３１番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１１．１―１３．１―１３．２―１２．４―１２．６―１２．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２８．６―４１．７―５４．９―１：０７．３―１：１９．９―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フレアキャスケード �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１１．１２ 京都２着

２００３．３．９生 牝６鹿 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ４３戦２勝 賞金 ３９，４９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チャームマロン号
（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。


