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１３０１３ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５７ イケトップクイーン 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 浦河 日の出牧場 ４５２ ―１：１１．４ ４４．１�

６９ クォリティシーズン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４２± ０１：１１．５� １．１�
３３ サクラカノン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�さくらコマース小笠 倫弘 新冠 川上牧場 ４７４± ０１：１２．５６ １０．８�
２２ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０１：１２．７１� ９．７�
８１４ ワニタバンテン 牝３栗 ５４ 中谷 雄太加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 岡田牧場 ４４０ ―１：１３．３３� １３８．９�
１１ パルクデソー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �天羽�治牧場 勢司 和浩 日高 天羽 禮治 ４７２ ―１：１４．２５ ３５．２	
５８ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２２＋ ２ 〃 クビ ８１．９

３４ トゲツカンノン 牝３栗 ５４ 的場 勇人栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 平取 スガタ牧場 ４２２ ―１：１４．７３ １１５．３�
７１２ ジェルソミーナ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 ４０８ ―１：１４．８� ５３．４�
７１１ テネルニーニャ 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 八田ファーム ４９４ ―１：１５．０１� １４５．８
８１３ シ ュ ウ レ イ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４６４ ―１：１６．２７ ５４．８�
６１０ フロラシオンローズ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４６６ ―１：１６．７３ １１３．３�
４５ トーセンクリスタル 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太島川 �哉氏 伊藤 大士 日高 有限会社 エ
スティファーム ３９８ ―１：１７．７６ ２２３．７�

（１３頭）
４６ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３４＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，５２２，３００円 複勝： ３７，８３６，８００円 枠連： ７，０８４，２００円

馬連： １５，１０６，４００円 馬単： １５，６９４，０００円 ワイド： ７，４１６，７００円

３連複： １６，１９８，５００円 ３連単： ３５，７３３，５００円 計： １４６，５９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４１０円 複 勝 � ４３０円 � １００円 � １６０円 枠 連（５－６） １，６８０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� １１，３４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，７９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ４７，９５０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５２２３（返還計 １２０５９） 的中 � ２０６１（５番人気）
複勝票数 差引計 ３７８３６８（返還計 ３７９７５） 的中 � ５０３９（４番人気）� ３０６１０８（１番人気）� ２１４９６（３番人気）
枠連票数 差引計 ７０８４２（返還計 １８０） 的中 （５－６） ３１１８（６番人気）
馬連票数 差引計 １５１０６４（返還計 ７２０２６） 的中 �� ４９８１（７番人気）
馬単票数 差引計 １５６９４０（返還計 ７３６３３） 的中 �� １０２２（２３番人気）
ワイド票数 差引計 ７４１６７（返還計 ４０５１０） 的中 �� ３１２０（４番人気）�� ８４２（２０番人気）�� １１７７７（２番人気）
３連複票数 差引計 １６１９８５（返還計１７０２８３） 的中 ��� ４０８０（１０番人気）
３連単票数 差引計 ３５７３３５（返還計３７８６６５） 的中 ��� ５５０（１２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．２―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．５―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．１
３ ・（７，９）（２，３）－１４，１－（４，１２）（８，１１）１３，５－１０ ４ ・（７，９）（２，３）－１４－１－（４，１２）（８，１１）－１３，５＝１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イケトップクイーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig 初出走

２００８．５．４生 牝３鹿 母 ディジーハイツ 母母 See You At the Top １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 サンタンジェロ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュウレイ号・フロラシオンローズ号・トーセンクリスタル号は，平成２３年５月２４日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 オンワードフレイア号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。
（非抽選馬） ３頭 アリスバローズ号・クールグラン号・ブルラ号

１３０１４ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （ダート・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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ スズカルーセント 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０１：５２．８ ５．１�

４４ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 丸田 恭介小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４６８± ０１：５３．６５ ８．８�
５７ ピ ュ カ ー ロ 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６ ― 〃 ハナ １５．０�

６８ � カネトシイナーシャ 牡３黒鹿 ５６
５４ △川須 栄彦兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７４－ ４１：５４．０２� ４．０�
７１１ レイフザラッキー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 新ひだか 酒井 秀紀 ４６６－ ２１：５４．３２ ４．２�
３３ ツクバコガネオー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５３４ ―１：５５．０４ １１．７�
７１０ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９０－ ４１：５５．３２ ６４．０�
６９ ドラゴンポイント 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８２－１４１：５５．７２� ８．０	
５６ アグネスブレーン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ４７４－ ４１：５５．８クビ １０２．９

４５ テンエイヨシムネ 牡３栗 ５６ 黛 弘人熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４３２ ― 〃 ハナ １５７．２�
８１２ キクノアジオ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介菊池 五郎氏 牧田 和弥 新ひだか 城地 清満 ５０２± ０１：５７．１８ １８８．１�
８１３� ティーケイキャット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４３６－１４１：５７．５２� ９．９

１１ コ ロ ク ン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 バンブー牧場 ４９６ ―１：５９．４大差 ２４．０�
（バンブーアストン）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８，８７６，６００円 複勝： １５，０２０，７００円 枠連： ６，６５５，９００円

馬連： ２１，５７３，０００円 馬単： １７，７８０，６００円 ワイド： １０，２５７，７００円

３連複： ３０，５８５，３００円 ３連単： ４７，５９９，４００円 計： １５８，３４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２５０円 � ３２０円 � ５１０円 枠 連（２－４） ２，１６０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� １，９９０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� １２，７３０円 ３ 連 単 ��� ５３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ８８７６６ 的中 � １３９４４（３番人気）
複勝票数 計 １５０２０７ 的中 � １７８７５（３番人気）� １２５３２（５番人気）� ６９６７（８番人気）
枠連票数 計 ６６５５９ 的中 （２－４） ２２８２（１０番人気）
馬連票数 計 ２１５７３０ 的中 �� ７４３８（９番人気）
馬単票数 計 １７７８０６ 的中 �� ３８３３（１５番人気）
ワイド票数 計 １０２５７７ 的中 �� ３６５０（８番人気）�� １２４５（２７番人気）�� １１３１（３０番人気）
３連複票数 計 ３０５８５３ 的中 ��� １７７４（４５番人気）
３連単票数 計 ４７５９９４ 的中 ��� ６６０（１９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．４―１３．２―１２．４―１２．５―１３．２―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．６―４９．８―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．９―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカルーセント �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．３．２７ 小倉１４着

２００８．４．２８生 牡３鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロクン号は，平成２３年５月２４日まで平地競走に出走できない。

第１回　新潟競馬　第２日



１３０１５ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３４± ０１：１１．７ ３．９�

７１３� タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century
Bloodstock ４７８－ ２ 〃 アタマ ３．２�

５９ ニシノカーリー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４１４± ０１：１１．９１� １３．０�
２２ ナリタキャッツアイ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９８＋ ２１：１２．５３� １０．９�
６１１� デ ラ セ ー ラ 牝３栗 ５４ 中舘 英二荒井 壽明氏 手塚 貴久 米 Hidekazu

Date B４５２＋ ２ 〃 ハナ ６２．８�
５８ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ５．４�
２３ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８６± ０１：１２．６� ８０．９	
８１４ マ イ ヨ オ ロ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４９２＋ ６１：１２．７� １３３．４


４６ スズカアクシオ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４３０＋ ８１：１２．８� ２４．１�
３４ ヴィゴラスブレイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４５０＋ ６ 〃 クビ １０．６�
１１ アラマサスチール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４４－ ６１：１３．１１� ２６．３�
７１２ レナソニック 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優平澤 創氏 根本 康広 新ひだか 前田 宗将 ４７２－１１ 〃 ハナ １４．０�
８１５ ネバープリンス 牡３鹿 ５６ 田中 克典澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４８８－ ４１：１３．５２� ２０．２�
３５ デンコウツバサ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 田原橋本牧場 ４２６＋ ２１：１３．８２ ２７７．１�
４７ ガイシウイッショク 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 B４０６－ ２１：１４．４３� ３５１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，０２０，１００円 複勝： １７，６１０，４００円 枠連： ８，０８０，８００円

馬連： ２２，１３５，３００円 馬単： １７，９９９，３００円 ワイド： １１，３３３，８００円

３連複： ３１，９９０，７００円 ３連単： ４７，６４７，８００円 計： １６６，８１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（６－７） ４１０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ７７０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １２，２１０円

票 数

単勝票数 計 １００２０１ 的中 � ２０５９９（２番人気）
複勝票数 計 １７６１０４ 的中 � ３２０３９（２番人気）� ３６０４８（１番人気）� １２１５４（６番人気）
枠連票数 計 ８０８０８ 的中 （６－７） １４６７３（１番人気）
馬連票数 計 ２２１３５３ 的中 �� ２６８４４（１番人気）
馬単票数 計 １７９９９３ 的中 �� ９２４４（２番人気）
ワイド票数 計 １１３３３８ 的中 �� １１４６０（１番人気）�� ３３９６（８番人気）�� ３５８９（５番人気）
３連複票数 計 ３１９９０７ 的中 ��� ９７１１（３番人気）
３連単票数 計 ４７６４７８ 的中 ��� ２８８０（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１２．２―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．０―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．７
３ ９，１１（４，１０，１２）（１，８，１３）１５，１４，３，６（２，７）＝５ ４ ９，１１（４，１０，１２）１３（１，８）－（１４，１５）－３－（６，７）２＝５

勝馬の
紹 介

ミキノコモコ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２０１０．１０．３ 中山６着

２００８．４．２８生 牝３鹿 母 ユ カ リ 母母 レッドハマナス ９戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時４５分に変更。
※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 スバルオーロラ号
（非抽選馬） １頭 ミスモトヒメサン号

１３０１６ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０１：５３．８ １．４�

６６ メジロハクリュウ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ６．６�
６７ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 B４７０＋１０１：５５．０７ １８．５�
７９ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４２４－１０１：５５．３１� １７．７�
４４ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ８１：５５．８３ ２１．２�
３３ セイカエスパー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２＋ ４１：５７．６大差 ４２．０�
７８ シルクスペンサー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５００－１６１：５７．９２ ８８．５	
８１１ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４６８＋１２１：５８．３２� １２７．２

１１ スナークジェネラル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎杉本仙次郎氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４３２－１０１：５８．６２ １７２．４�
８１０ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８６－ ８ （競走中止） １３．０
５５ トウカイパルマ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４４４＋ ２ （競走中止） １１．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，８５５，５００円 複勝： ３６，２９３，７００円 枠連： ７，０４２，０００円

馬連： １７，３４７，７００円 馬単： １９，７０２，４００円 ワイド： ９，１００，９００円

３連複： ２３，８１４，６００円 ３連単： ５８，４４９，６００円 計： １８３，６０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（２－６） ２１０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １１８５５５ 的中 � ６９７８５（１番人気）
複勝票数 計 ３６２９３７ 的中 � ２５９８６４（１番人気）� ２３１９４（２番人気）� １７６４８（３番人気）
枠連票数 計 ７０４２０ 的中 （２－６） ２５６４９（１番人気）
馬連票数 計 １７３４７７ 的中 �� ３０４５９（１番人気）
馬単票数 計 １９７０２４ 的中 �� ２９０５３（１番人気）
ワイド票数 計 ９１００９ 的中 �� １１４９４（１番人気）�� ７５５２（４番人気）�� ２８４３（９番人気）
３連複票数 計 ２３８１４６ 的中 ��� １５１９０（３番人気）
３連単票数 計 ５８４４９６ 的中 ��� １４９６２（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．５―１３．２―１２．７―１２．２―１３．０―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．９―５０．１―１：０２．８―１：１５．０―１：２８．０―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．８
１
３
４（６，１０）－（７，８）（９，１１）－（２，５）－（１，３）・（４，６）（７，２）１０（９，５）１１，８，１－３

２
４
４，６（７，１０）１１（９，８）（２，５）－１－３・（４，６）２，７，９－（１０，１１）（８，１）－３

勝馬の
紹 介

ヤマニンクラバット �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー ２０１１．１．１６ 中山１３着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 ヤマニングロッシー 母母 ヤマニンペニー ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔競走中止〕 トウカイパルマ号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

キープザブレイヴ号は，４コーナーで，転倒した「トウカイパルマ」号を避けようとして騎手が落馬したため競走中止。



１３０１７ ４月２４日 晴 稍重 （２３新潟１）第２日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

２：００．２
１：５６．４

良

良

４７ イイデトウキョウ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４８８＋ ６２：０５．０ ４．１�

５９ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５１４＋１８ 〃 ハナ ８．０�

６１２ ダイワジョンクック 牡３栗 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム B５３２＋ ２ 〃 クビ １２．４�
５１０ メイショウルピナス 牝３栗 ５４ 中舘 英二松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 太陽牧場 ４４４ ―２：０５．４２� １９．１�
１２ プレスインザサン 牡３黒鹿 ５６

５４ △川須 栄彦廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４２－ ７２：０５．５クビ １６．６�
３５ オーシャンブルー 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ４．４�
４８ テンベアハート 牡３栗 ５６ 木幡 初広天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４５６－ ４２：０５．６クビ ４．３	
６１１ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３６－ ６ 〃 クビ ２８．９

１１ シェイドトゥウイン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４５０－１０２：０５．８１� ６３．５�
３６ シルクレイノルズ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―２：０６．０１� ７．６�
７１４ マイネルシュベルト 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２２：０６．６３� １２３．９
８１６ アクアアルタ �３鹿 ５６ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４４ ―２：０６．８１� ５９．７�
８１５ スプリングエルボ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 B４９２＋１２２：０６．９クビ １７８．１�
２３ ケイオーホップ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか パラダイス・ファーム ４４８± ０２：０７．１１� １５１．１�
２４ アプローチライト 牝３青 ５４ 村田 一誠�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B４５４＋１２２：０７．２� ２４４．５�
７１３ プ ッ シ ュ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎金井 順一氏 須貝 尚介 日高 道見牧場 ４５２ ―２：０９．５大差 ５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，７４０，８００円 複勝： １６，８５２，９００円 枠連： １０，５３１，９００円

馬連： ２３，５８０，４００円 馬単： １７，０５７，８００円 ワイド： １０，５１３，０００円

３連複： ３１，２０２，２００円 ３連単： ４８，４９６，６００円 計： １６７，９７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ３００円 枠 連（４－５） ６５０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ７４０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ２２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ９７４０８ 的中 � １８７７８（１番人気）
複勝票数 計 １６８５２９ 的中 � ３９７２１（１番人気）� １３６１７（５番人気）� １２６１８（６番人気）
枠連票数 計 １０５３１９ 的中 （４－５） １１９７５（２番人気）
馬連票数 計 ２３５８０４ 的中 �� １０４９６（４番人気）
馬単票数 計 １７０５７８ 的中 �� ４４５０（７番人気）
ワイド票数 計 １０５１３０ 的中 �� ３９６１（４番人気）�� ３５９７（６番人気）�� １４７４（２０番人気）
３連複票数 計 ３１２０２２ 的中 ��� ４３８７（１５番人気）
３連単票数 計 ４８４９６６ 的中 ��� １６１４（５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．６―１３．１―１３．３―１３．０―１２．７―１２．６―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３７．０―５０．１―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．１―１：４１．７―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

イイデトウキョウ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉８着

２００８．４．１０生 牡３栗 母 ダイナドレスデン 母母 キクカドレスデン ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００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 エピデンドラム号
（非抽選馬） １頭 ヤマニンアベイユ号

１３０１８ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第６競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

１１ タマノリテラシー 牝４栗 ５５
５３ △川須 栄彦玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４９６＋１４１：５３．４ １０．６�

５９ ティボリペガサス 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ６１：５３．５� １１５．６�

７１３ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４５２－１６ 〃 クビ ７１．９�
２２ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７４＋ ４１：５３．６� １０．７�
３４ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４８２－１０ 〃 クビ １９．３�
５８ メイショウラグーナ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ３．１�
８１５ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 的場 勇人大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４７４± ０１：５３．７クビ ２８．１	
２３ レディームスタング 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００± ０１：５３．８� ４．６

６１１ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ４ 〃 ハナ １２．８�
７１２ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０＋ ４１：５３．９� １５．８
６１０� メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 村田 一誠松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ８１：５４．１１� ５７．１�
８１４ エアツイッター 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６２－１６１：５４．２クビ １５．８�
４７ � アルファジュレ 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一�貴悦 田村 康仁 新ひだか 澤田 嘉隆 ５０４＋１０１：５４．９４ １６３．４�
４６ カフェフレグランス 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次西川 光一氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：５５．１１� １１３．０�
３５ ベ リ ー フ 牝４栗 ５５ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４４６－１０１：５５．６３ ５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，９２６，９００円 複勝： １６，３７１，６００円 枠連： ９，３１８，５００円

馬連： ２１，３４０，０００円 馬単： １６，４２５，９００円 ワイド： １１，４９０，４００円

３連複： ３２，９７５，７００円 ３連単： ５１，１２２，１００円 計： １６９，９７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ４１０円 � ４，２５０円 � １，２９０円 枠 連（１－５） １，６８０円

馬 連 �� ６５，３５０円 馬 単 �� １０１，０２０円

ワ イ ド �� １８，１６０円 �� ３，６１０円 �� ７０，１４０円

３ 連 複 ��� ２，２１２，３７０円 ３ 連 単 ��� ２，６９４，８７０円

票 数

単勝票数 計 １０９２６９ 的中 � ８１６３（４番人気）
複勝票数 計 １６３７１６ 的中 � １１９３１（５番人気）� ９３６（１５番人気）� ３２３０（１２番人気）
枠連票数 計 ９３１８５ 的中 （１－５） ４１１６（６番人気）
馬連票数 計 ２１３４００ 的中 �� ２４１（８２番人気）
馬単票数 計 １６４２５９ 的中 �� １２０（１５２番人気）
ワイド票数 計 １１４９０４ 的中 �� １５５（８７番人気）�� ７９４（４３番人気）�� ４０（１０５番人気）
３連複票数 計 ３２９７５７ 的中 ��� １１（４５２番人気）
３連単票数 計 ５１１２２１ 的中 ��� １４（２１３０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１３．０―１３．６―１２．８―１２．３―１２．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．８―５０．４―１：０３．２―１：１５．５―１：２８．２―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．９
１
３
３，９（１，８，１４）（４，５，１０）１５，２，１２（６，７）－１３，１１・（３，９）（１，８，１４）（４，５，１０，１２）（２，１５，１３）１１（６，７）

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

勝馬の
紹 介

タマノリテラシー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Capote デビュー ２０１０．１．１０ 中山８着

２００７．３．１７生 牝４栗 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly １９戦２勝 賞金 ２２，０５０，０００円
〔発走状況〕 カフェフレグランス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 カフェフレグランス号の騎手嶋田純次は，発馬機内での御法について戒告。
〔調教再審査〕 カフェフレグランス号は，発走調教再審査。



１３０１９ ４月２４日 晴 稍重 （２３新潟１）第２日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１１ ロックンロール 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５２０＋ ２２：００．４ ２．９�

８１３ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２２：００．６１� ５．０�
５７ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６０－ ６２：００．７� ４．１�
３３ � アルティスト 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４８２＋ ４２：０１．０１� ７２．１�
５６ マイファーストラヴ 牝５青鹿 ５５

５３ △川須 栄彦廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５２＋ ４２：０１．５３ ５．５�
１１ イースタリーガスト 牡４黒鹿５７ 黛 弘人臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０８＋ ８ 〃 クビ ７．３�
４５ メイショウタフ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５３４＋ ４２：０１．７１ ３０．０	
７１０ メジロビューレン 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 B４６２＋２０ 〃 クビ ４０．５

４４ ミッキーボンボン 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４８４－ ２２：０１．９１� ６３．６�
２２ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 津村 明秀遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５２＋ ６２：０２．３２� ３６．４�
６９ メイショウシーマ 牝６鹿 ５５

５２ ▲西村 太一松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２６＋ ４２：０２．４� １６６．５
６８ � フローズンダイキリ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 浦河 ノーザンファーム ５００± ０２：０３．２５ ５７．６�

（１２頭）
８１２	 クレバーロッシー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０，５８３，３００円 複勝： １８，７２５，２００円 枠連： ８，９２９，６００円

馬連： ２１，５１３，０００円 馬単： １７，３３５，３００円 ワイド： １０，３６１，９００円

３連複： ２９，２８７，７００円 ３連単： ５４，６２５，６００円 計： １７１，３６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（７－８） ９１０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ５，１６０円

票 数

単勝票数 計 １０５８３３ 的中 � ２９５７１（１番人気）
複勝票数 計 １８７２５２ 的中 � ４３９９５（１番人気）� ３３５０１（３番人気）� ３７０９２（２番人気）
枠連票数 計 ８９２９６ 的中 （７－８） ７３０９（５番人気）
馬連票数 計 ２１５１３０ 的中 �� １７４４９（２番人気）
馬単票数 計 １７３３５３ 的中 �� ７４３６（６番人気）
ワイド票数 計 １０３６１９ 的中 �� ７４８９（３番人気）�� １４３２４（１番人気）�� ６４５５（６番人気）
３連複票数 計 ２９２８７７ 的中 ��� ２２８５４（３番人気）
３連単票数 計 ５４６２５６ 的中 ��� ７８２７（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１２．３―１２．７―１３．２―１２．５―１２．０―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．４―１：００．１―１：１３．３―１：２５．８―１：３７．８―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．６
３ １０，６（９，１１）４（７，８）（３，１，１３）－５，２ ４ １０（９，６，１１）（４，７，８）（３，１３）１（５，２）

勝馬の
紹 介

ロックンロール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．１０．１８ 京都７着

２００７．５．５生 牡４黒鹿 母 マッキーマドンナ 母母 リンデンシラユリ １１戦２勝 賞金 ２１，５５１，０００円
〔出走取消〕 クレバーロッシー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 メジロビューレン号の騎手小野寺祐太は，第４競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。

１３０２０ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ クラッチヒット 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋１０１：１０．６ ８．１�

５９ ファーストメジャー 牡５黒鹿５７ 的場 勇人本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６６－ ２１：１１．２３� ９．４�
６１０� パラダイムシフト 牡４黒鹿５７ 上村 洋行池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４３４－ ４１：１１．４１� １５．４�
６１１�� ス イ レ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人シンボリ牧場 高橋 祥泰 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

４９６－２５ 〃 クビ ６．９�
４６ キ サ キ タ 牡４芦 ５７ 丸田 恭介加藤 信之氏 高市 圭二 新ひだか 水丸牧場 ５５４＋ ６１：１１．５	 ８．２�
７１３� セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８４－１４ 〃 アタマ ５５．７�
５８ � ワイズドリーム 牝５栗 ５５ 伊藤 直人吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４８４＋１４１：１１．６クビ ６６．８�
７１２ モアザンストーム 牡５青鹿５７ 木幡 初広 	サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ６．１

８１４ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４９０＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
４７ � リ ト ル ド ア 
５青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay
Bloodstock ４８８－１６１：１１．８	 ２２．４

３４ � フレデフォート 牡４鹿 ５６ 津村 明秀 	キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４４± ０ 〃 アタマ １１．９�
８１５� エーシンリバティー 牝４栗 ５５ 太宰 啓介�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-

ter Farm ５２２± ０１：１２．０１� ５５．７�
１１ ニチドウダイヤ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４６０－ ６１：１２．４２� ３１．０�
２２ � マンガンオトメ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４３２± ０１：１２．６１� ３０９．９�
３５ ヨシインゾーン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４７８－ ６１：１２．７	 ３１３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５２５，６００円 複勝： ２１，８３４，５００円 枠連： １０，１９４，１００円

馬連： ２７，２０８，６００円 馬単： １９，９７７，５００円 ワイド： １２，７４１，２００円

３連複： ３８，３１９，５００円 ３連単： ６２，３７５，４００円 計： ２０６，１７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３００円 � ３３０円 � ５００円 枠 連（２－５） ４，１５０円

馬 連 �� ４，５００円 馬 単 �� ８，６７０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ２，２４０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １７，０１０円 ３ 連 単 ��� ８７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １３５２５６ 的中 � １３１７０（４番人気）
複勝票数 計 ２１８３４５ 的中 � ２０４０５（４番人気）� １８２５９（６番人気）� １０６１６（８番人気）
枠連票数 計 １０１９４１ 的中 （２－５） １８１７（１９番人気）
馬連票数 計 ２７２０８６ 的中 �� ４４６７（１９番人気）
馬単票数 計 １９９７７５ 的中 �� １７０１（３５番人気）
ワイド票数 計 １２７４１２ 的中 �� ２２８６（１７番人気）�� １３９７（２８番人気）�� １２４４（３２番人気）
３連複票数 計 ３８３１９５ 的中 ��� １６６３（５９番人気）
３連単票数 計 ６２３７５４ 的中 ��� ５２６（２９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１２．２―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．９―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．７
３ １１，１２，１５（４，９）（８，１４）（５，６，１３）（２，３）－１，１０－７ ４ １１，１２，１５，９（４，１４）８（６，１３）５，３，２－１０，１－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラッチヒット �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Rahy デビュー ２００７．１１．２４ 東京６着

２００５．３．１２生 牡６栗 母 エンジェルマインド 母母 ウ ェ ル デ ン ６戦２勝 賞金 １８，７５０，０００円



１３０２１ ４月２４日 晴 稍重 （２３新潟１）第２日 第９競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （芝・直線）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

１２ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５５
５３ △川須 栄彦前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ４ ５６．２ ６．２�

３５ ホッコーマスタング 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４３６± ０ ５６．３� １３．３�

２３ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 中舘 英二竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８２＋ ２ ５６．６１� ４．６�
２４ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４４６＋ ２ ５６．８１� ２０．５�
３６ ク ル タ ナ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ ６．６�
５９ セントアンズ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０－ ２ ５６．９クビ ６．８�
７１３ エーシンヨシツネ 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 	原 敏明 B４７６＋１２ 〃 クビ １５．５

４８ � アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ８ ５７．０� ２１．４�
４７ エイシンフェアリー 牝５栗 ５５ 太宰 啓介平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム B４４４－１０ 〃 ハナ １２．９
８１５ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３０－２８ ５７．１� ７８．１�
６１１� ヘイハチプリンセス 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 	原 敏明 ４３８＋ ８ ５７．４１� ５８．９�
６１２ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４７４－ ８ ５７．６１� ６．４�
７１４� イナズマガイア 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人小泉 賢悟氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４２２＋ ２ ５８．０２� ４６．４�
８１６ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４８＋１８ ５８．２１� ３０．３�
１１ マルタカルーキー 牡４栗 ５７ 丹内 祐次國立 治氏 清水 美波 新ひだか 藤本牧場 ４３８－ ９ ５９．０５ ９４．５�
５１０� ザバトルクラシック 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優宮川 秋信氏 伊藤 大士 門別 日高大洋牧場 ４７６－１６ ５９．４２� ５１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２１５，４００円 複勝： １９，８１５，７００円 枠連： １１，５５１，８００円

馬連： ３５，９２９，９００円 馬単： ２４，３８０，４００円 ワイド： １５，５９５，１００円

３連複： ５３，４８６，５００円 ３連単： ９０，０８７，１００円 計： ２６４，０６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � １７０円 枠 連（１－３） １，２８０円

馬 連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� ４９０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ４１，２００円

票 数

単勝票数 計 １３２１５４ 的中 � １６８１９（２番人気）
複勝票数 計 １９８１５７ 的中 � ２９９８２（２番人気）� １２８９１（６番人気）� ３７２６９（１番人気）
枠連票数 計 １１５５１８ 的中 （１－３） ６６９６（６番人気）
馬連票数 計 ３５９２９９ 的中 �� ６０９８（１５番人気）
馬単票数 計 ２４３８０４ 的中 �� ２９２５（２３番人気）
ワイド票数 計 １５５９５１ 的中 �� ２７４２（１３番人気）�� ８４３４（１番人気）�� ３１８９（１１番人気）
３連複票数 計 ５３４８６５ 的中 ��� ６７３１（１１番人気）
３連単票数 計 ９００８７１ 的中 ��� １６１４（９１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．０―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．６―４４．２

上り４F４４．０－３F３３．６
勝馬の
紹 介

ミ テ ィ ー ク �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１０．６ 京都１着

２００５．３．８生 牝６鹿 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ ３１戦２勝 賞金 ３３，８０８，０００円
〔騎手変更〕 クィンビークイーン号の騎手小野寺祐太は，第４競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
〔その他〕 ザバトルクラシック号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の

適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 カラフルパレット号・キルシュバウム号・サンマルフラワー号・シゲカツワンダフル号・スプリングベリー号・

ラルティスタ号

１３０２２ ４月２４日 晴 不良 （２３新潟１）第２日 第１０競走 ��１，８００�こ け も も 賞
発走１４時４０分 （ダート・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ タカオノボル 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４４２＋１６１：５２．９ ６．６�

３４ タケルハヤテ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４８± ０１：５３．７５ ７．０�

４７ スズカマジェスタ 牡３青鹿５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０± ０１：５３．８クビ ２６．５�
３５ アントウェルペン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ２１：５３．９� ３．２�
７１３ ロードエルドール 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ５１０＋１０ 〃 アタマ ６．１�
５９ � グリッターテイル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６２＋ ２１：５４．０� １３．３	
７１２ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７４－ ２１：５４．１� ３５．８

２３ テラノコブラ 牡３栗 ５６ 松山 弘平寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：５４．３１� ６．７�
１１ モズハリケーン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B５０４－ ４１：５４．４クビ ３３．６�
４６ モ ン ク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９４＋１０１：５４．５� ３２．７
５８ � ジ ド 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介西森 鶴氏 和田 正道 新ひだか ニシケンフアーム ４４２－ ４１：５４．８２ １３３．３�
６１１ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４７２＋ ２１：５５．１２ ９２．０�
８１４ ア ヤ ナ ミ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 ４９２－ ２１：５５．９５ ２７．６�
６１０ マイネロードナイト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４６２－ ２１：５７．２８ ６０．８�
８１５ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９４± ０１：５７．９４ １４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４３４，１００円 複勝： ２７，８４９，０００円 枠連： １４，８２９，０００円

馬連： ４５，４６１，５００円 馬単： ３１，６４９，２００円 ワイド： １９，９１２，１００円

３連複： ６０，９３０，８００円 ３連単： １０５，９１４，１００円 計： ３２３，９７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２７０円 � ２４０円 � ７９０円 枠 連（２－３） ４２０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ３，６６０円 �� ４，２７０円

３ 連 複 ��� ３６，７７０円 ３ 連 単 ��� １５９，２００円

票 数

単勝票数 計 １７４３４１ 的中 � ２０９１５（３番人気）
複勝票数 計 ２７８４９０ 的中 � ２９３５６（５番人気）� ３５０４０（３番人気）� ７７７８（９番人気）
枠連票数 計 １４８２９０ 的中 （２－３） ２６４２３（１番人気）
馬連票数 計 ４５４６１５ 的中 �� １５３５０（９番人気）
馬単票数 計 ３１６４９２ 的中 �� ４３４７（１８番人気）
ワイド票数 計 １９９１２１ 的中 �� ６４２２（７番人気）�� １３０６（３８番人気）�� １１１７（４６番人気）
３連複票数 計 ６０９３０８ 的中 ��� １２２３（１１６番人気）
３連単票数 計１０５９１４１ 的中 ��� ４９１（４７０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１２．６―１３．５―１２．５―１２．７―１３．１―１２．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．３―３５．９―４９．４―１：０１．９―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
１，２－１５（４，５，１２）１１，１３，７（３，１４）（６，８，１０）－９・（１，２）（４，５，１５，１２）（７，１３，３）（１１，８）（１０，６）９－１４

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

勝馬の
紹 介

タカオノボル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Touch Gold デビュー ２０１１．１．９ 京都７着

２００８．５．２生 牡３黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold ４戦２勝 賞金 １４，４５５，０００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 ラブミーニキータ号
（非抽選馬） １頭 レイクロード号



１３０２３ ４月２４日 晴 稍重 （２３新潟１）第２日 第１１競走 ��１，６００�
うおぬま

魚沼ステークス
発走１５時２０分 （芝・左・外）

４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�
減

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１４ ラインブラッド 牡５栗 ５７ 中舘 英二大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０４± ０１：３４．７ ５．５�

１１ シルクアーネスト 牡４栗 ５７ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ４．４�
３５ ノボリデューク 牡６青 ５７ 石橋 脩原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４８０－ ８ 〃 ハナ １８．４�
４６ ム ク ド ク �５青鹿５７ 川須 栄彦平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ２１：３４．８� １３．２�
３４ � ロードバロック 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４０± ０１：３５．１１� １０８．３�
２３ モルガナイト 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５４－１０１：３５．２� ２．９	
６１１ テラノファントム 牡６黒鹿５７ 伊藤 工真寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ １６５．３

５９ パールシャドウ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７２＋１０１：３５．３クビ ２５．５�
８１５ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ９．４�
５８ マイネルプライゼン 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４７２± ０１：３５．５１� ３１．７
４７ � サザンギャラクシー 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket

Pty Ltd ５１２－ ６ 〃 クビ １８．９�
７１３ スティルゴールド 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７６± ０１：３５．６クビ １５．５�
６１０ ラフィナール 牡７鹿 ５７ 津村 明秀 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B５００＋ ２ 〃 クビ ３０．５�
２２ � セイウンワキタツ 牡８鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４９２± ０１：３６．４５ ９１．１�
７１２ ショウナンタキオン 牡８栗 ５７ 的場 勇人国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋ ８ （競走中止） ５３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，７９０，２００円 複勝： ３９，８４４，２００円 枠連： ２７，２０６，１００円

馬連： １０７，３７２，７００円 馬単： ６６，１３４，９００円 ワイド： ３６，４６７，９００円

３連複： １３８，６０２，４００円 ３連単： ２５８，６８５，１００円 計： ７０２，１０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（１－８） ６５０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，９７０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ８，５１０円 ３ 連 単 ��� ４１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２７７９０２ 的中 � ３９９１５（３番人気）
複勝票数 計 ３９８４４２ 的中 � ６３４７３（３番人気）� ７３９８８（２番人気）� １９９２５（７番人気）
枠連票数 計 ２７２０６１ 的中 （１－８） ３１１４５（２番人気）
馬連票数 計１０７３７２７ 的中 �� ７５１３０（３番人気）
馬単票数 計 ６６１３４９ 的中 �� ２２８６９（５番人気）
ワイド票数 計 ３６４６７９ 的中 �� ２０５４０（３番人気）�� ４３１５（２４番人気）�� ７５０７（１２番人気）
３連複票数 計１３８６０２４ 的中 ��� １２０３３（２７番人気）
３連単票数 計２５８６８５１ 的中 ��� ４６４３（１１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．５―１１．９―１２．０―１２．３―１１．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．８―４６．７―５８．７―１：１１．０―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
３ ５－３，４（１，１１，１４）－（８，９）１２（２，１０）（７，１３，１５）－６ ４ ５－３，４（１，１１，１４）（８，９）－（２，１０）（７，１３，１５）－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインブラッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Trempolino デビュー ２００８．７．２０ 函館１着

２００６．３．９生 牡５栗 母 フ ォ ー ミ ド 母母 Arisen ２２戦５勝 賞金 ８８，７７１，０００円
〔競走中止〕 ショウナンタキオン号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ムクドク号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１５番・１０番への進路

影響）
※出走取消馬 ノーワンエルス号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクラネクスト号

１３０２４ ４月２４日 晴 重 （２３新潟１）第２日 第１２競走 ��１，２００�
と お か ま ち

十 日 町 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．４．２４以降２３．４．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５� ジートップキセキ 牡６栗 ５５ 村田 一誠�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５１６＋１４１：１０．４ ９．６�

３５ ラガーリンリン 牝４芦 ５３ 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７８＋ ６１：１０．５� ５．３�
４６ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５３ 黛 弘人木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１６＋ ４１：１０．７１� ６．３�
６１１� エーシンビッグシー 牡５芦 ５４ 石橋 脩�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５０６＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
２２ センジンジョー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４４６－ ８１：１０．８クビ ３．０�
３４ クラッカージャック 牡７鹿 ５４ 勝浦 正樹齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－ ２ 〃 クビ ５４．０�
５８ ウネントリッヒ 牝４栗 ５２ 木幡 初広宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５８－ ２１：１１．１１� １４．９	
２３ メジロオマリー 牡６黒鹿５４ 田中 健
メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６２－ ４１：１１．３１ ５１．６�
８１４� キクノベリータ 牡４鹿 ５４ 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ １９．４�
５９ ヴンダーゾンネ 牝５栗 ５３ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４９６＋１０１：１１．４クビ １４．４
１１ エイコオミリオン 牡５鹿 ５４ 中舘 英二今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４８０－１０１：１１．８２� ７．７�
６１０ ジャージデスマイル 牝５鹿 ５０ 嶋田 純次齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３２－１６ 〃 クビ ９０．０�
７１２� セトノジャーニー 牡４鹿 ５４ 赤木高太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ４９８－１２１：１１．９クビ ３１．５�
４７ ワンズガーホッド 牝５芦 ５２ 吉田 隼人
協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４９８－ ６１：１２．３２� ５３．０�
７１３ クリノビリオネア 牝５黒鹿５３ 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４９８－ ４１：１３．３６ ８５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，９０７，１００円 複勝： ３７，５１２，７００円 枠連： １９，０７６，９００円

馬連： ６３，７３５，５００円 馬単： ４２，１２７，３００円 ワイド： ２６，１９１，４００円

３連複： ８８，２９６，１００円 ３連単： １６３，８８７，０００円 計： ４６２，７３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（３－８） １，３６０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ９５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ４，１４０円 ３ 連 単 ��� ２６，７００円

票 数

単勝票数 計 ２１９０７１ 的中 � １８１０９（５番人気）
複勝票数 計 ３７５１２７ 的中 � ３７０９８（４番人気）� ６０７７７（３番人気）� ６１８８６（２番人気）
枠連票数 計 １９０７６９ 的中 （３－８） １０３９０（５番人気）
馬連票数 計 ６３７３５５ 的中 �� ２１００１（６番人気）
馬単票数 計 ４２１２７３ 的中 �� ６６３３（１３番人気）
ワイド票数 計 ２６１９１４ 的中 �� ８０７１（７番人気）�� ６６３３（８番人気）�� １１９８０（５番人気）
３連複票数 計 ８８２９６１ 的中 ��� １５７５３（７番人気）
３連単票数 計１６３８８７０ 的中 ��� ４５３１（５４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１２．０―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４５．４―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．０
３ １，５（７，９）（６，８）（２，１０，１５）１２，１１，１４，４－（３，１３） ４ ・（１，５，７，９）８（６，１５）（２，１０）－（１１，１２）（４，１４）－（３，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ジートップキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Phone Trick

２００５．３．１３生 牡６栗 母 ソニックバード 母母 Orient Pearl ２３戦２勝 賞金 ４２，１５２，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コリコパット号・トムアウトランダー号
（非抽選馬）１６頭 アグネスレイザー号・アドマイヤオンリー号・エンシャントアーツ号・オオヒメ号・ケイアイクライム号・

シゲルタダカツ号・シーガルプリンセス号・スコッツブラフ号・タカノキング号・テイエムフルパワー号・
プロスペラスマム号・マイティーストーム号・マジックモーメント号・メイショウタカチホ号・メイショウワカツキ号・
ライコウテンユウ号



（２３新潟１）第２日 ４月２４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７６，３９０，０００円
１３，２８０，０００円
１，９５０，０００円
１６，３４０，０００円
５８，７１９，５００円
４，４４６，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
１６７，３９７，９００円
３０５，５６７，４００円
１４０，５００，８００円
４２２，３０４，０００円
３０６，２６４，６００円
１８１，３８２，１００円
５７５，６９０，０００円
１，０２４，６２３，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，１２３，７３０，１００円

総入場人員 １５，５２６名 （有料入場人員 １４，３７１名）




