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１３０９７ ５月２１日 小雨 良 （２３新潟１）第９日 第１競走 １，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１０ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：５６．５ １６．７�

７８ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４６４＋ ６ 〃 クビ ４．２�
４４ クリアザウェイ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ １．３�
８１１ ティボリタンポポ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７８－１２１：５６．８２ ７０．９�
６６ メイショウフジッコ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４２４－ ４１：５６．９� ８９．９�
７９ ビビアンスマイル 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介畑 清介氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４７６＋ ４１：５７．０� ２１．８�
６７ ユ メ ハ ナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４３２－ ８１：５７．２１� １０１．０	
１１ セーヌパリジャンヌ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋熊田 晋作氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４８８－ ２１：５７．４１� １７．２

５５ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３０－ ２１：５７．６１� ２１４．４�
３３ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０６＋ ２１：５７．７クビ ４０．２
２２ ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４４８－ ８１：５８．４４ １７６．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，５０３，９００円 複勝： ５１，７１６，４００円 枠連： ５，６３２，６００円

馬連： １９，４５６，５００円 馬単： ２１，２２０，３００円 ワイド： １１，９６９，６００円

３連複： ３１，６２４，７００円 ３連単： ７４，３０３，６００円 計： ２２７，４２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １００円 枠 連（７－８） １，３７０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２４０円 �� １１０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １０，１８０円

票 数

単勝票数 計 １１５０３９ 的中 � ５４４２（３番人気）
複勝票数 計 ５１７１６４ 的中 � １７８３３（３番人気）� ５４２９８（２番人気）� ４０５９０９（１番人気）
枠連票数 計 ５６３２６ 的中 （７－８） ３０４３（４番人気）
馬連票数 計 １９４５６５ 的中 �� ７３０１（６番人気）
馬単票数 計 ２１２２０３ 的中 �� ２９２９（１４番人気）
ワイド票数 計 １１９６９６ 的中 �� ４８５３（６番人気）�� ８７８７（２番人気）�� ４９３９６（１番人気）
３連複票数 計 ３１６２４７ 的中 ��� ５２１０２（１番人気）
３連単票数 計 ７４３０３６ 的中 ��� ５３９１（３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．６―１４．３―１２．２―１２．６―１３．３―１２．７―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．５―５１．８―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．９―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．９
１
３
１，３，４（５，９）（７，８）－１０－６，２－１１・（１０，９）（１，４）８，３，６，７（５，２）１１

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルブーケ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１２着

２００８．２．１１生 牝３芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド ７戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円

１３０９８ ５月２１日 小雨 良 （２３新潟１）第９日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

６１２ サクラライジング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ４１：１０．１ ４．１�

８１６ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６４－ ４ 〃 クビ ５．５�
７１４ サカジロロイヤル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ４７２± ０１：１０．２クビ １２７．５�
６１１ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０± ０１：１０．３� ２４．２�

２４ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １２．９�
５９ テイエムロックダン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 バンダム牧場 ４８８＋２０１：１０．４クビ ７２．５�
４７ ノンパッサーレ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １３．９	
７１３� ケイアイアテナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro
Kameda ３９８－ ２１：１０．５� ９．２


３６ ヒシサッチモ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４８４－ ２１：１０．６� １０．８�

３５ ナンゴクチョウチョ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１０－ ４１：１０．７� ２８．４�
２３ スズカバンパイア 牝３鹿 ５４ 田中 克典永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４３２－１０１：１０．９１� １２１．２
５１０ サンライズイーグル 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６６ ― 〃 アタマ ５２．４�
４８ エムエフコンコルド 牝３青鹿５４ 田辺 裕信古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４３６－ ４１：１１．０クビ ４．５�
１２ � ケ ッ ト シ ー �３芦 ５６ 藤岡 康太前田 幸治氏 武藤 善則 米 Alpha Delta

Stables, LLC B４６４－２０１：１１．２１� ２８．９�
８１５ フェアギャンブラー 牡３栗 ５６ 中舘 英二�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 B４２４－ ６１：１２．０５ １１．１�
１１ ラ ブ ガ ー ル 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８０ ―１：１２．１� ９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，９６１，１００円 複勝： １６，０５３，６００円 枠連： ７，２７２，１００円

馬連： １９，０３８，０００円 馬単： １３，８３９，５００円 ワイド： １０，３３３，７００円

３連複： ３０，４９５，３００円 ３連単： ４２，７３６，９００円 計： １４８，７３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ２，１４０円 枠 連（６－８） ７６０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ７，５７０円 �� １０，６００円

３ 連 複 ��� ５３，７２０円 ３ 連 単 ��� ２２２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ８９６１１ 的中 � １７６１７（１番人気）
複勝票数 計 １６０５３６ 的中 � ２９８９１（１番人気）� １９４５６（３番人気）� １４４１（１４番人気）
枠連票数 計 ７２７２１ 的中 （６－８） ７１３２（３番人気）
馬連票数 計 １９０３８０ 的中 �� ９８０２（２番人気）
馬単票数 計 １３８３９５ 的中 �� ４５２１（３番人気）
ワイド票数 計 １０３３３７ 的中 �� ３５７１（６番人気）�� ３２６（６３番人気）�� ２３２（７７番人気）
３連複票数 計 ３０４９５３ 的中 ��� ４１９（１５６番人気）
３連単票数 計 ４２７３６９ 的中 ��� １４２（７１１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．３―１１．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．７―４５．２―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．４
３ ・（１３，１５）（６，１６）－（８，１４）１２，９，４，７，１１（５，２）１，３＝１０ ４ １３（１５，１６）６（８，１４，１２）（９，７）４，１１（５，２）３，１＝１０

勝馬の
紹 介

サクラライジング �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１１．７ 京都６着

２００８．５．４生 牡３鹿 母 サクラヒーロー 母母 サクラクレアー ７戦１勝 賞金 ７，５５０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 アレアレア号・サイクロニスト号・シェルエメール号・プレジャーカフェ号

第１回　新潟競馬　第９日



１３０９９ ５月２１日 曇 良 （２３新潟１）第９日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

３５ ケイジーウィンザー 牡３栗 ５６ 丸田 恭介鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７４－ ２１：５４．８ ６．５�

２３ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６０± ０１：５５．６５ ４．１�
４６ ロイヤルワラント 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 宮内牧場 ５１６－ ２１：５５．９１� ４．３�

３４ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 赤木高太郎木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 �原 敏明 ４８０＋ ２ 〃 クビ ９３．０�
５９ フ リ ー ゲ ン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ４１：５６．０� ８．７�
７１２ バ ル ボ ア 牡３芦 ５６ 田辺 裕信吉田 和美氏 牧 光二 平取 二風谷ファーム ４８６＋１４１：５６．２１ ７．５	
１１ エーティーブラボー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 石川 新一 ４８２＋ ４ 〃 クビ １６．７

８１５ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ６．５�
４７ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８－ ３１：５６．４１ ２１．０
２２ フジマサエンパイア 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４６２－ ８１：５６．８２� ２５２．１�
７１３ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５００＋ ２１：５６．９� ８２．４�
８１４ ノアパワフル 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ４８６－ ６１：５７．１１� ２３．５�
６１０ ピ グ モ ン 牡３栗 ５６ 丸山 元気山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４８６－ ４１：５８．１６ ２６．６�
６１１ ヨハネジュニア 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５１２＋ ４１：５８．５２� ６４３．７�
５８ トレジャーバンク 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：５８．８２ ８１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８８３，６００円 複勝： １５，７６８，１００円 枠連： ６，７７４，２００円

馬連： ２２，０４３，０００円 馬単： １５，３１５，１００円 ワイド： １１，６５９，９００円

３連複： ３２，２５２，２００円 ３連単： ４８，４６６，０００円 計： １６２，１６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（２－３） ９５０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １３，７００円

票 数

単勝票数 計 ９８８３６ 的中 � １１９８４（４番人気）
複勝票数 計 １５７６８１ 的中 � １７７４９（４番人気）� ３０９０８（１番人気）� ２２７０２（２番人気）
枠連票数 計 ６７７４２ 的中 （２－３） ５２８８（３番人気）
馬連票数 計 ２２０４３０ 的中 �� １４１８１（２番人気）
馬単票数 計 １５３１５１ 的中 �� ４４０７（７番人気）
ワイド票数 計 １１６５９９ 的中 �� ５７７６（３番人気）�� ４３３４（６番人気）�� ９１０８（１番人気）
３連複票数 計 ３２２５２２ 的中 ��� １０７８８（２番人気）
３連単票数 計 ４８４６６０ 的中 ��� ２６１１（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．２―５１．０―１：０４．０―１：１６．７―１：２９．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３
５，９（１２，１４）３，７（４，１３）６－（１，１０）（２，１５）１１＝８
５（９，１２）（３，１４）１３（４，７）（６，１５）（１，１０）－２－１１－８

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

勝馬の
紹 介

ケイジーウィンザー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１０．１０．９ 東京９着

２００８．５．４生 牡３栗 母 シーキングハーフォーチュン 母母 Swiss ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１３１００ ５月２１日 曇 良 （２３新潟１）第９日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１１ ナリタキャッツアイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８８－１０１：１２．９ ６．２�

８１４ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６２± ０１：１３．１１� ３．７�
６１１ ビコーディアナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４２０± ０ 〃 クビ ６５．５�
３５ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ５０２＋ ４１：１３．２クビ １．９�
５９ メイショウクロシオ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ６１：１３．３� ６．４�
７１３ ウォーターメジャー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４５８－ ８１：１３．５１� ４７．４	
６１０ シャドーボール 牡３青鹿５６ 藤岡 康太金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６４－１０ 〃 ハナ １４．９

３４ ニューロマンサー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４６８ ―１：１３．６� ２４９．７�
４７ コウエイライト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４４６＋ ２１：１３．７クビ １６３．３�
２２ トーホウオリーブ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４３４－１０１：１３．９１� １４１．１
７１２ リネントワイニング 牡３鹿 ５６ 黛 弘人戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４７８－ ６１：１４．３２� ５３１．０�
２３ スナオニアイシテ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４２４± ０１：１４．５１� ３５９．８�
５８ ドクトルスズカ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０－ ８ 〃 ハナ １９９．９�
４６ ケイアイポセイドン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新冠 隆栄牧場 ４９０＋ ６１：１４．８１� ７０．２�
８１５ イッツマイライフ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一雑古 隆夫氏 坪 憲章 新冠 浅川牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ５０６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１８４，４００円 複勝： １７，８０５，５００円 枠連： ７，１２６，６００円

馬連： １９，８４３，６００円 馬単： １５，７４４，９００円 ワイド： １０，１８６，６００円

３連複： ２６，４３０，５００円 ３連単： ４６，４８９，８００円 計： １５４，８１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １，０１０円 枠 連（１－８） １，６２０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２，５７０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� １０，５９０円 ３ 連 単 ��� ４６，７５０円

票 数

単勝票数 計 １１１８４４ 的中 � １４２７１（３番人気）
複勝票数 計 １７８０５５ 的中 � ２０１２５（４番人気）� ３７３０９（２番人気）� ３３９８（７番人気）
枠連票数 計 ７１２６６ 的中 （１－８） ３２５１（６番人気）
馬連票数 計 １９８４３６ 的中 �� ９８０１（６番人気）
馬単票数 計 １５７４４９ 的中 �� ４０２１（１１番人気）
ワイド票数 計 １０１８６６ 的中 �� ５７８９（６番人気）�� ９３１（２０番人気）�� １００５（１７番人気）
３連複票数 計 ２６４３０５ 的中 ��� １８４３（２５番人気）
３連単票数 計 ４６４８９８ 的中 ��� ７３４（１１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．５―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．３―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．１
３ ・（１，１０，１３）（２，５，１４）１１（６，９）－（４，１２）７－３－８－１５ ４ ・（１，１０，１３）１４（２，５，１１）９，６（４，１２）－７－３－（１５，８）

勝馬の
紹 介

ナリタキャッツアイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１１．３．２１ 阪神９着

２００８．３．５生 牡３鹿 母 ナリタランバード 母母 Quiet Liaison ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 ナリタキャッツアイ号の騎手松山弘平は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番・５番・６番・７番・９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ミスグロリアス号・ミセスボス号
（非抽選馬） １頭 メイショウヨサク号



１３１０１ ５月２１日 曇 良 （２３新潟１）第９日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

８１６ グッドカフェ 牡３青鹿５６ 中舘 英二杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６６＋ ４２：０１．９ ５．８�

３６ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ４．９�
２３ リワードシオン �３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太宮崎忠比古氏 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 B４２０－２８２：０２．３２� ３３６．７�
５１０ タガノキズナ 牡３栗 ５６ 丸山 元気八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６－ ４２：０２．５１� ４．２�
６１２ キャプテンダリア 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５１０± ０２：０２．７１� ２１．５�
４８ アドマイヤカヤージ �３栗 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ５．０�
６１１ コスモチャートイン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 平取 協栄組合 ４９４＋１２ 〃 ハナ ２７２．０	
３５ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一
富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４６－ ４２：０２．９１ ２５．５�

７１４ コパノタイヨー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ４９４－ ２２：０３．２２ １３．７�
１１ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ４２：０３．３� ６．５
５９ リ コ ウ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 加用 正 浦河 栄進牧場 ４７６＋ ２２：０３．５１� ３９．７�
２４ エミリアビスティー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８＋ ４２：０３．７１� ３９．５�
４７ ランドムテキ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 B４６６± ０２：０３．９１� １７０．６�
１２ ピ ル ニ ッ ツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ 〃 ハナ ７１．８�
７１３ コンチネンタル 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田正一郎 日高 坂東ファーム ４７６± ０２：０４．５３� ２５．０�
８１５ ホッコーゴールド 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 沖田 博志 B４８８－ ４２：０５．３５ ５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４９２，４００円 複勝： ２０，４５７，８００円 枠連： ７，１０３，４００円

馬連： ２３，３２６，５００円 馬単： １６，３５９，９００円 ワイド： １２，６８４，６００円

３連複： ３２，７９６，７００円 ３連単： ５０，０１５，０００円 計： １７４，２３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２７０円 � ２１０円 � ４，８４０円 枠 連（３－８） １，２２０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ２０，６６０円 �� １３，７１０円

３ 連 複 ��� １７７，９８０円 ３ 連 単 ��� ６２５，６２０円

票 数

単勝票数 計 １１４９２４ 的中 � １５６４４（４番人気）
複勝票数 計 ２０４５７８ 的中 � ２０９０１（５番人気）� ３１９２４（２番人気）� ８５２（１６番人気）
枠連票数 計 ７１０３４ 的中 （３－８） ４３１８（７番人気）
馬連票数 計 ２３３２６５ 的中 �� ８１７６（９番人気）
馬単票数 計 １６３５９９ 的中 �� ３１７４（１５番人気）
ワイド票数 計 １２６８４６ 的中 �� ３４８７（９番人気）�� １４７（９９番人気）�� ２２２（８９番人気）
３連複票数 計 ３２７９６７ 的中 ��� １３６（２８９番人気）
３連単票数 計 ５００１５０ 的中 ��� ５９（１２３６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．９―１２．０―１２．０―１２．４―１２．７―１２．５―１２．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．３―３５．２―４７．２―５９．２―１：１１．６―１：２４．３―１：３６．８―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３
７（１３，１５）１４（１，４，８）（２，６，１０）－（９，１２）５（３，１６）－１１
７，１３，１５（１，１４）（１０，８）４（２，６）１６，９（５，１２）３，１１

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

勝馬の
紹 介

グッドカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．３．２１ 阪神６着

２００８．４．２８生 牡３青鹿 母 ブランドシャトル 母母 プレイリースカイ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 リワードシオン号の調教師後藤由之は，去勢に関わる届出をせずに出馬投票を行ったことについて戒告。
※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 レイクキャスケード号

１３１０２ ５月２１日 曇 良 （２３新潟１）第９日 第６競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・左・外）

若手騎手，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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４８ シードダイレクト 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ８１：３５．６ ７．０�

１１ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６ 田中 克典香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４５６－ ６１：３５．８１� ５．７�
４７ ゴーゴーヒュウガ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４４２－ ２１：３６．１１� ２６．９�
１２ ザベルオンアース 牝３栃栗５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 ４３２－ ４ 〃 ハナ ３．９�
８１５ ヒカルハナフブキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�橋 京子氏 高木 登 むかわ 宇南山牧場 ４００± ０１：３６．４１� ７．９�
２３ マリーズタイム 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ４．８�
６１２ アルメナーラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一スリースターズレーシング 松山 将樹 様似 清水 誠一 ４２０－１６１：３６．５� １５．３�
３６ エドノリージェント 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 日高 エンドレス
ファーム ４８６－ ６１：３６．６� ４４．６	

５１０ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 
ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４２６－ ２１：３６．８� １７．２�

６１１ ヘヴンリーブリス 牡３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２６ ―１：３７．２２� ７．３

７１３ イットーアンファン 牝３鹿 ５４ 池崎 祐介阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８０± ０１：３７．３� ４９９．７�
７１４ ウ ッ デ ィ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４２２＋ ４１：３７．７２� ３５３．４�
５９ メイショウシンセイ �３栗 ５６ 田中 健松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大西ファーム ４１８－１８１：３８．１２� １４８．３�
８１６ レ オ ミ ヤ ビ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３２－ ２１：３８．５２� ４１０．８�
３５ タニオブダイヤ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４９２＋ ６１：４０．３大差 １２０．２�
２４ ローズウィルドゥ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太栗山 良子氏 河野 通文 平取 北島牧場 ４２６＋ ８１：４１．５７ ３１５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９５５，４００円 複勝： １５，６５７，４００円 枠連： ７，３７８，７００円

馬連： １９，５５２，６００円 馬単： １４，１１６，３００円 ワイド： １０，１３１，７００円

３連複： ２８，０９２，１００円 ３連単： ４３，８７２，６００円 計： １４８，７５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � ２９０円 � ５４０円 枠 連（１－４） ７６０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ２，８７０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� １３，３５０円 ３ 連 単 ��� ６４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ９９５５４ 的中 � １１２７４（４番人気）
複勝票数 計 １５６５７４ 的中 � １７４３７（３番人気）� １４７２６（６番人気）� ６８２１（９番人気）
枠連票数 計 ７３７８７ 的中 （１－４） ７２３４（２番人気）
馬連票数 計 １９５５２６ 的中 �� ７６４９（８番人気）
馬単票数 計 １４１１６３ 的中 �� ２８２４（１５番人気）
ワイド票数 計 １０１３１７ 的中 �� ３５９１（９番人気）�� ８４６（３５番人気）�� ９５６（３１番人気）
３連複票数 計 ２８０９２１ 的中 ��� １５５３（５５番人気）
３連単票数 計 ４３８７２６ 的中 ��� ５０１（２３６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．２―１２．０―１２．１―１１．６―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．５―４８．５―１：００．６―１：１２．２―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ ・（２，６）１５（７，８）１６（１，３，１０）－（５，１４）（４，１３，１１）１２，９ ４ ・（２，６）１５（７，８）１６，１（３，１０）－１４（４，５）（１３，１１）－１２－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シードダイレクト �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神５着

２００８．４．２１生 牡３黒鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ ５戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニオブダイヤ号・ローズウィルドゥ号は，平成２３年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※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） ２頭 エヴァートリニティ号・キタサンアマゾン号



１３１０３ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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 メイショウラグーナ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４± ０１：５３．３ ４．９�

５９ ユングフラウヨシコ 牝５栗 ５５
５２ ▲平野 優下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７０＋ ４１：５４．３６ ９．２�

７１３ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９０－ ６１：５４．４� ２．６�

３５ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５
５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４３６＋ ６１：５４．７１� １５．２�

５８ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ 丸田 恭介 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４１：５５．１２� ７．８	
８１４ ティボリペガサス 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５６± ０１：５５．２� １０３．８

３４ 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 ４３２± ０１：５５．３クビ １９．８�
７１２ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 丸山 元気百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７６＋ ２１：５５．４� １１．９�
６１０ 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 ４５８＋ ６１：５５．６１� ２１．６
２２ � フローラルウインド 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ８９．５�
８１５ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４６± ０１：５５．７� ７１．９�
４６ � ラヴソースウィート 牝５黒鹿５５ 大下 智�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４５６－ ８１：５５．８� ３８５．５�
４７ ミエノグレース 牝４栗 ５５ 中舘 英二里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９２＋ ２１：５５．９� ８．０�
２３ � ピンクデージー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生野島 春男氏 菊沢 隆徳 日高 野島牧場 ４８４－ ４１：５６．０クビ ２６６．６�
６１１ ラウリシルヴァ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：５６．２１� ５０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，１７９，５００円 複勝： ２１，１９４，０００円 枠連： ８，６７６，３００円

馬連： ２２，６６９，７００円 馬単： １５，９９０，１００円 ワイド： １２，７１１，１００円

３連複： ３２，８２４，０００円 ３連単： ５１，９４７，１００円 計： １７８，１９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（１－５） １，２６０円

馬 連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ４００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� ２９，５６０円

票 数

単勝票数 計 １２１７９５ 的中 � １９７６９（２番人気）
複勝票数 計 ２１１９４０ 的中 � ３６１７１（２番人気）� １５２７３（６番人気）� ４７６９８（１番人気）
枠連票数 計 ８６７６３ 的中 （１－５） ５１２０（５番人気）
馬連票数 計 ２２６６９７ 的中 �� ６２３０（８番人気）
馬単票数 計 １５９９０１ 的中 �� ２１７７（１６番人気）
ワイド票数 計 １２７１１１ 的中 �� ２４１９（１８番人気）�� ８４８０（１番人気）�� ６４８２（３番人気）
３連複票数 計 ３２８２４０ 的中 ��� ６７２４（９番人気）
３連単票数 計 ５１９４７１ 的中 ��� １２９７（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．６―５１．１―１：０４．３―１：１６．３―１：２８．６―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３７．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウラグーナ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Dehere デビュー ２０１０．５．２３ 東京８着

２００７．３．２０生 牝４鹿 母 ウィズストリングス 母母 Mastina ８戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ラウリシルヴァ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ラウリシルヴァ号は，発走調教再審査。
※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 キクノセンヒメ号

１３１０４ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第８競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６１１ シャイニーブレーヴ 牡４栗 ５７ 藤岡 康太小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４５６± ０１：４７．９ １４．４�

８１６ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２＋ ４１：４８．０� ８．２�
７１４ ツルミプラチナム 牡４黒鹿５７ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４６８－ ２１：４８．１� ４．６�
２４ ソールデスタン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４５２－ ４１：４８．２クビ ７．４�
１２ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
３５ サウンドバラッド �４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ７．９�
８１５ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５６－ ６１：４８．５１� １２９．８


４８ ドリームモモタロウ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀セゾンレースホース	 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ８１：４８．６� １０．２�
５９ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４６８－ ４ 〃 クビ ２８．８�
７１３� アムールエテルネル 牝４栗 ５５ 古川 吉洋岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４１６＋ ２１：４９．０２� １０３．４
４７ スズヨタキオン 牝４鹿 ５５ 丸山 元気鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：４９．２１� １０７．２�
２３ オーシャンキャスト 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６０－ ４１：４９．４１ ２５．５�
１１ トウシンボルト 牡４黒鹿５７ 上村 洋行	サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：４９．５� １９４．９�
６１２ マーベラスブレイド �６黒鹿５７ 柴山 雄一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４４６－ ４１：４９．６� １４１．３�
５１０ リ ー テ ィ ラ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ５０８＋ ４１：４９．７� ３７０．３�
３６ セブンライターズ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４４８＋ ２１：５０．４４ ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１６８，４００円 複勝： ２１，５７１，４００円 枠連： ７，８３７，７００円

馬連： ２５，１６３，０００円 馬単： １６，９６０，０００円 ワイド： １３，１３０，０００円

３連複： ３４，５５２，８００円 ３連単： ５７，５３３，５００円 計： １８８，９１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（６－８） ４，９７０円

馬 連 �� ５，７８０円 馬 単 �� １０，８１０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ８３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ５，９６０円 ３ 連 単 ��� ５９，７２０円

票 数

単勝票数 計 １２１６８４ 的中 � ６７０２（７番人気）
複勝票数 計 ２１５７１４ 的中 � ２１３８２（３番人気）� １９７８６（４番人気）� ３９０９２（２番人気）
枠連票数 計 ７８３７７ 的中 （６－８） １１６４（２０番人気）
馬連票数 計 ２５１６３０ 的中 �� ３２１５（２４番人気）
馬単票数 計 １６９６００ 的中 �� １１５８（４６番人気）
ワイド票数 計 １３１３００ 的中 �� １９４４（２３番人気）�� ３９３２（１１番人気）�� ５０３０（６番人気）
３連複票数 計 ３４５５２８ 的中 ��� ４２８２（２０番人気）
３連単票数 計 ５７５３３５ 的中 ��� ７１１（１９９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．１―１３．１―１２．８―１２．１―１１．１―１１．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．３―４８．４―１：０１．２―１：１３．３―１：２４．４―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．６
３ １５，５，９（３，２，１４）１１（１，４）（６，１０，７，１６）（８，１３）１２ ４ ・（１５，５）９（３，２，１４）（１１，４）１（６，１０，７，１６）（８，１３）－１２

勝馬の
紹 介

シャイニーブレーヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１１．２９ 京都９着

２００７．４．１３生 牡４栗 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール １９戦２勝 賞金 ３２，３１６，０００円



１３１０５ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

４６ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０２－ ６１：１１．２ ７．２�

１１ �� 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

４９０－ ６１：１１．３� ４．８�
３５ ウルスラグナ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４６８－ ２１：１１．４クビ ２５．３�
２２ � ライブリリュウショ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５５６± ０１：１２．３５ ８３．５�
３４ � コスモパイレット 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman ５２４－ ８１：１２．４クビ ３．６�
７１２� タニマサホーク 牡４鹿 ５７ 丸山 元気谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５１６－ ２ 〃 クビ ５．１�
４７ ケンブリッジシーザ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０４－ ４１：１２．５� ２５７．４	
２３ ネイルダウン 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ２ 〃 ハナ ９．７

７１３� ゴールドサムソン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５１６－１０ 〃 ハナ ３５．３�
８１４ パワーウェーブ 牡６鹿 ５７ 松田 大作�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４６８－ ２１：１２．７１	 ２０８．６�
８１５� 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 ４３６＋ ２１：１２．９１	 ２１．０
６１０ 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 ５６０＋ ６１：１３．０� ２０．１�
６１１ ネオエピック 牡４青鹿５７ 大野 拓弥小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 B４２６－１２１：１３．５３ １３６．１�
５９ ファーストメジャー 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６８＋ ２ 〃 クビ ７．７�
５８ フリークヒロイン 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜吉永 清美氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ４７６＋ ２１：１６．６大差 １３９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８１４，５００円 複勝： ２６，６８９，７００円 枠連： ９，７９８，０００円

馬連： ３５，１８４，６００円 馬単： ２４，６１９，０００円 ワイド： １６，９６１，６００円

３連複： ４６，７７８，７００円 ３連単： ８７，０８０，９００円 計： ２６０，９２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ６６０円 枠 連（１－４） ２，１００円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２，２００円 �� ３，５７０円

３ 連 複 ��� １８，３８０円 ３ 連 単 ��� １０３，６６０円

票 数

単勝票数 計 １３８１４５ 的中 � １５２５６（４番人気）
複勝票数 計 ２６６８９７ 的中 � ２９０８１（６番人気）� ３９１３２（２番人気）� ８７６６（９番人気）
枠連票数 計 ９７９８０ 的中 （１－４） ３４４６（１３番人気）
馬連票数 計 ３５１８４６ 的中 �� １２１１４（１０番人気）
馬単票数 計 ２４６１９０ 的中 �� ３８７９（２３番人気）
ワイド票数 計 １６９６１６ 的中 �� ５３９０（１１番人気）�� １８７０（２７番人気）�� １１３７（３８番人気）
３連複票数 計 ４６７７８７ 的中 ��� １８７９（６５番人気）
３連単票数 計 ８７０８０９ 的中 ��� ６２０（３５５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．２―１２．４―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．６―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグヒーロー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００９．１２．１９ 中山６着

２００７．５．２０生 牡４鹿 母 スパイシーレディー 母母 タケノフアルコン １０戦２勝 賞金 １５，８４０，０００円
〔発走状況〕 ネイルダウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ネイルダウン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリークヒロイン号は，平成２３年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※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。
（非抽選馬） ４頭 アイディンワルツ号・シルバーフェザント号・テーオーマグナム号・ミッキーミステリー号

１３１０６ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第１０競走 ��２，４００�
さ な え

早 苗 賞
発走１４時５０分 （芝・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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

７１１ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４５６－ ２２：２９．１ １．７�

８１３ トウシンイーグル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６６＋ ２２：２９．２� ７．３�
６９ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４２：２９．３クビ １１．９�
８１２ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４３８－ ４２：２９．７２� １４．１�
３３ スズカルーセント 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０２：２９．９１� ２４．５�
２２ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ６ 〃 アタマ ２２．４�
７１０ フェアープライド 牡３黒鹿５６ 丸山 元気臼田 浩義氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７２－ ６２：３０．１１ ５．５	
５７ レベルスピリット 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４４＋ ４２：３０．４２ ２２２．８

１１ エメラルターボ 牡３鹿 ５６ 平野 優高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ３４．２�
４４ � キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４７２－ ８２：３０．５� ３６９．８�
４５ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 木幡 初広寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４７８－ ２２：３０．６クビ ２３．５
６８ � トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４４２－ ４２：３０．８１� ２２７．７�
５６ バトルヴァイヤマン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５０４－ ８２：３２．６大差 ３５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，３３１，０００円 複勝： ３３，０７７，４００円 枠連： １２，９１４，１００円

馬連： ４２，９４５，５００円 馬単： ３１，９９９，６００円 ワイド： １９，０１８，４００円

３連複： ５４，４１０，７００円 ３連単： １１２，５７３，３００円 計： ３２６，２７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ２３０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １９３３１０ 的中 � ９０７２３（１番人気）
複勝票数 計 ３３０７７４ 的中 � １５９６２６（１番人気）� ３４５５７（３番人気）� ２３７５２（４番人気）
枠連票数 計 １２９１４１ 的中 （７－８） ４３１５３（１番人気）
馬連票数 計 ４２９４５５ 的中 �� ６２４３５（１番人気）
馬単票数 計 ３１９９９６ 的中 �� ３４５０１（１番人気）
ワイド票数 計 １９０１８４ 的中 �� ２１７９１（２番人気）�� １２５４８（３番人気）�� ４４７８（１２番人気）
３連複票数 計 ５４４１０７ 的中 ��� ２１４７７（４番人気）
３連単票数 計１１２５７３３ 的中 ��� １５２７３（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．０―１２．６―１３．５―１３．５―１３．０―１２．４―１２．０―１１．７―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２４．１―３６．１―４８．７―１：０２．２―１：１５．７―１：２８．７―１：４１．１―１：５３．１―２：０４．８―２：１６．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルメダリスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．７．２５ 新潟２着

２００８．４．１８生 牡３鹿 母 ツクバノーブル 母母 ハンキダイヤ １１戦２勝 賞金 ４０，０４４，０００円



１３１０７ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第１１競走 ��２，０００�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走１５時２５分 （芝・左・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

２４ � アドマイヤコスモス 牡４栗 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５８－ ６１：５８．８ １．５�

６１２ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６６－ ６１：５９．２２� ３６．９�
５１０ グッドバニヤン 牡６栃栗５７ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４５２± ０１：５９．８３� ４５．１�
４８ 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 ５２４＋ ４ 〃 ハナ ９．２�
７１４ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６０－ ４１：５９．９� ６７．９�
５９ ナイスミーチュー 牡４鹿 ５７ 高倉 稜�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９４－ ８ 〃 クビ ３６．９�
６１１ グリッドマトリクス 牡５鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５００－３０ 〃 ハナ ３５．３	
７１３ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７０± ０２：００．０クビ ２７．６

８１６ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０＋ ６２：００．３２ １４４．９�
１２ シャンギロンゴ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２２：００．４� ６．３
３６ ダイビングキャッチ 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４６４＋ ２２：００．５� ２０３．３�
３５ � キクノトップラン 牡６芦 ５７ 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８４＋ ２２：００．８２ ３４６．２�
８１５ ザ ピ エ ー ル 牡４鹿 ５７ 丸山 元気渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ４７２－２２２：００．９クビ １５６．８�
２３ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７０－ ６２：０１．０� ５２．５�
４７ リヴィエラブルー �７鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 徹 早来 ノーザンファーム B５０４－１４２：０１．７４ ２６３．５�
１１ ナリタダイコク 牡６黒鹿５７ 中舘 英二�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ５０２－ ２２：０１．８クビ ９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８７０，７００円 複勝： ５５，５９６，０００円 枠連： ２６，６４６，９００円

馬連： １０３，６５２，３００円 馬単： ７２，６５８，８００円 ワイド： ３６，４２０，９００円

３連複： １３０，２８１，６００円 ３連単： ２８２，７５５，１００円 計： ７４１，８８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ６５０円 � ５６０円 枠 連（２－６） １，４００円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� １，０２０円 �� ３，７６０円

３ 連 複 ��� １２，７００円 ３ 連 単 ��� ３６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３３８７０７ 的中 � １８５６６１（１番人気）
複勝票数 計 ５５５９６０ 的中 � ２７５０２１（１番人気）� １２５５０（７番人気）� １４８２８（６番人気）
枠連票数 計 ２６６４６９ 的中 （２－６） １４０６８（６番人気）
馬連票数 計１０３６５２３ 的中 �� ３３３７０（８番人気）
馬単票数 計 ７２６５８８ 的中 �� ２１８８８（７番人気）
ワイド票数 計 ３６４２０９ 的中 �� ９９４５（８番人気）�� ８９７１（１０番人気）�� ２２９５（３７番人気）
３連複票数 計１３０２８１６ 的中 ��� ７５７６（３６番人気）
３連単票数 計２８２７５５１ 的中 ��� ５６９４（９１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１１．８―１２．２―１２．３―１２．１―１１．７―１０．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．４―５９．６―１：１１．９―１：２４．０―１：３５．７―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８
３ １２－１５，１６（１，８，１０，１１）（３，５，１３，４）－（２，９）（６，１４）＝７ ４ １２，１５（１，８，１６）（１０，１１）（３，５，４）１３（２，９）（６，１４）＝７

勝馬の
紹 介

�アドマイヤコスモス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Be My Guest

２００７．３．３生 牡４栗 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ３戦２勝 賞金 ２６，２１２，０００円
初出走 JRA

１３１０８ ５月２１日 晴 良 （２３新潟１）第９日 第１２競走 ��１，０００�
ひ し ょ う

飛 翔 特 別
発走１６時００分 （芝・直線）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

７１３ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５２＋ ２ ５５．７ ６．０�

８１６ ク ル タ ナ 牝４黒鹿５５ 丸山 元気市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４２４＋ ４ ５５．９１� １０．１�
７１４ ホッコーマスタング 牝４鹿 ５５ 西村 太一矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４３６± ０ ５６．０クビ ７．９�
３５ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ５．６�
８１５ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 赤木高太郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ６ ５６．２１� １０．５�
６１１� クリノスレンダー 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ４ 〃 クビ ４８．９�
３６ 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 B４４８－ ８ ５６．４１� ２８．１�
５１０ スイートライラ 牝５栗 ５５ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ３．０	
５９ リーヴタイム 牝６芦 ５５ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４８－１０ ５６．５クビ ２５．５

４７ トロピカルマドンナ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ３５．６�
６１２ ティンクルチャーミ 牝４芦 ５５ 高倉 稜 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４３４± ０ ５６．８２ １６７．１
４８ � ミ ル ト ス 牝５鹿 ５５ 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４７６＋ ６ ５７．１１� １２．９�
１１ � スイートゲイナー 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４４６－ ６ ５７．３１� ３２１．９�
１２ タムロガッツ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４７８＋ ８ ５７．７２� ２８．４�
２４ メイショウヘミング 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３４± ０ 〃 クビ ６４．６�
２３ � アンピトリーテ 牝４芦 ５５ 大野 拓弥�イクタ 天間 昭一 新冠 越湖ファーム ４５０± ０ ５８．７６ ２３２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１３，４００円 複勝： ３２，６７９，３００円 枠連： １９，６９４，６００円

馬連： ５６，０１８，１００円 馬単： ３５，１５５，８００円 ワイド： ２４，３３７，０００円

３連複： ８３，５１６，０００円 ３連単： １５１，７２０，６００円 計： ４２４，２３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２２０円 � ３４０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ７００円

馬 連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ６８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ６，８２０円 ３ 連 単 ��� ４０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１１３４ 的中 � ２７８２０（３番人気）
複勝票数 計 ３２６７９３ 的中 � ４３３７７（３番人気）� ２３１２８（６番人気）� ４０７０６（４番人気）
枠連票数 計 １９６９４６ 的中 （７－８） ２１０５１（３番人気）
馬連票数 計 ５６０１８１ 的中 �� １２４００（１３番人気）
馬単票数 計 ３５１５５８ 的中 �� ４５１３（２１番人気）
ワイド票数 計 ２４３３７０ 的中 �� ４６３８（１３番人気）�� ９２６８（５番人気）�� ４７１４（１２番人気）
３連複票数 計 ８３５１６０ 的中 ��� ９０４５（１９番人気）
３連単票数 計１５１７２０６ 的中 ��� ２７３４（１０８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１０．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．３―４３．８

上り４F４３．６－３F３３．２
勝馬の
紹 介

サ ア ド ウ ゾ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２００９．３．１４ 阪神７着

２００６．４．２７生 牝５栗 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ２０戦２勝 賞金 ２８，１２７，０００円
〔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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 コイクレナイ号・フラッパーミク号・マキハタピンナップ号・レッドハイヒール号



（２３新潟１）第９日 ５月２１日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

１５９，２４０，０００円
６，４４０，０００円
４，０６０，０００円
１，６５０，０００円
１５，０２０，０００円
６０，７６９，０００円
４，６８０，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
１７５，４５８，３００円
３２８，２６６，６００円
１２６，８５５，２００円
４０８，８９３，４００円
２９３，９７９，３００円
１８９，５４５，１００円
５６４，０５５，３００円
１，０４９，４９４，４００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 ３，１３６，５４７，６００円

総入場人員 ８，６９９名 （有料入場人員 ７，６０８名）


