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１５０１３ ５月２９日 雨 稍重 （２３新潟２）第２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

１１ スペシャルピース 牝３栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５０± ０１：５３．７ １．９�

３３ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 丸山 元気谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７４＋ ２１：５４．４４ ３．２�
６６ カイアナイト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４３８± ０１：５４．６１ ９．６�
７９ ヤマニンパンケーキ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ６１：５４．７� １１．３�
８１１ カトルズスルー 牝３栗 ５４ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：５５．３３� ８．０�
５５ スターブルーウッド 牝３栗 ５４ 丹内 祐次飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４６８－ ６１：５５．６１� ６６．９�
２２ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ １７．９	
６７ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ５０６－ ２ 〃 同着 ９９．２

７８ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５６＋ ２１：５６．２３� ２２１．２�
４４ ジョールーチェ 牝３青鹿５４ 田中 克典上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド ４２８－ ４１：５６．７３ １５０．３�
８１０ デンコウピーチ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋田中 康弘氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋 誠次 ４３６＋ ８１：５７．２３ １０８．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ７，９１４，４００円 複勝： １６，４８９，５００円 枠連： ４，５５８，４００円

馬連： １７，４０３，８００円 馬単： １７，５５５，５００円 ワイド： ８，０４０，２００円

３連複： ２６，３６５，８００円 ３連単： ６０，０１９，０００円 計： １５８，３４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－３） ２２０円

馬 連 �� ２２０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ３６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� １，６５０円

票 数

単勝票数 計 ７９１４４ 的中 � ３２８７８（１番人気）
複勝票数 計 １６４８９５ 的中 � ８１５８０（１番人気）� ３８８０６（２番人気）� １０２３０（４番人気）
枠連票数 計 ４５５８４ 的中 （１－３） １５９５０（１番人気）
馬連票数 計 １７４０３８ 的中 �� ６０３４４（１番人気）
馬単票数 計 １７５５５５ 的中 �� ３４９０３（１番人気）
ワイド票数 計 ８０４０２ 的中 �� ２２１７３（１番人気）�� ４３７３（６番人気）�� ３９７９（８番人気）
３連複票数 計 ２６３６５８ 的中 ��� ３４０３２（２番人気）
３連単票数 計 ６００１９０ 的中 ��� ２６８４５（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１３．３―１３．３―１２．８―１３．１―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．０―４９．３―１：０２．６―１：１５．４―１：２８．５―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スペシャルピース �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．１３ 京都６着

２００８．２．４生 牝３栗 母 グローリーティアラ 母母 ロイヤルティアラ ９戦１勝 賞金 １１，３００，０００円

１５０１４ ５月２９日 雨 稍重 （２３新潟２）第２日 第２競走 １，２００�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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ オールドアメリカン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B４６０＋ ８１：１１．５ １１．７�

２３ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４４６－１４１：１１．７１� １０．６�
３５ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４４２－ ２１：１２．２３ ５．３�
７１３ チェルビアット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 戸川牧場 ４５８＋ ４１：１２．３クビ ３．２�
５９ ヤギリエスペランサ 牝３栗 ５４ 中舘 英二内田 勝治氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５０６－ ６１：１２．５１� ５．８�
４６ オ フ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３６＋ ６１：１２．９２� ５５．５�
５８ ニシノコイシクテ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 むかわ 西山牧場 ４１４－ ６ 〃 アタマ ９７．４	
１１ ベニノダイヤ 牡３芦 ５６ 柴田 大知
紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 ４５８＋ ６１：１３．６４ １４．５�
６１１ マイネタバサ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋１２１：１３．７� ９．２�

４７ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６６＋ ６１：１３．９１� ６．５
３４ テイエムエメラルド 牝３栗 ５４ 田中 克典竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 浜本牧場 ４４６＋１０１：１４．２１� ８０．６�
７１２ トーアアサギリ 牝３青鹿５４ 丸田 恭介高山ランド
 浅野洋一郎 豊浦トーア牧場 ４４０± ０１：１４．５１� １６９．８�
８１５ シルクメディエイト 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 平取 清水牧場 ４５６－ ８ 〃 同着 １７３．６�
８１４ ブリリアントクラン 牝３青 ５４

５３ ☆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 矢野牧場 ３９６＋ ２ 〃 クビ ５７．２�

（１４頭）
２２ シンボリゾンネ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５３４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，９３１，７００円 複勝： １４，４１９，７００円 枠連： ６，００６，６００円

馬連： １９，８５４，０００円 馬単： １４，８０３，１００円 ワイド： １０，３５２，９００円

３連複： ２９，５４９，３００円 ３連単： ４３，９０１，０００円 計： １４８，８１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３８０円 � ４１０円 � １８０円 枠 連（２－６） ３，０７０円

馬 連 �� ７，９７０円 馬 単 �� １６，５６０円

ワ イ ド �� ２，１４０円 �� ８６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，８００円 ３ 連 単 ��� １１１，７３０円

票 数

単勝票数 差引計 ９９３１７（返還計 １５７０） 的中 � ６６９４（７番人気）
複勝票数 差引計 １４４１９７（返還計 ３９００） 的中 � ９１５０（７番人気）� ８１９２（８番人気）� ２６１９７（２番人気）
枠連票数 差引計 ６００６６（返還計 １９１） 的中 （２－６） １４４４（１４番人気）
馬連票数 差引計 １９８５４０（返還計 ７８７６） 的中 �� １８４０（２８番人気）
馬単票数 差引計 １４８０３１（返還計 ５４５２） 的中 �� ６６０（５６番人気）
ワイド票数 差引計 １０３５２９（返還計 ５３９１） 的中 �� １１５１（２９番人気）�� ３０４５（１１番人気）�� ２７８５（１３番人気）
３連複票数 差引計 ２９５４９３（返還計 ２０８１１） 的中 ��� １８４９（４２番人気）
３連単票数 差引計 ４３９０１０（返還計 ２７９０９） 的中 ��� ２９０（３４４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．９―１１．６―１２．５―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．８―３４．４―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールドアメリカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２８ 東京９着

２００８．２．８生 牝３黒鹿 母 アメリカンマンボ 母母 American Royale ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 シンボリゾンネ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 スカイホーク号

第２回　新潟競馬　第２日



１５０１５ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

１１ シルクジェネラーレ 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋１６１：５３．９ １４．８�

８１０ セントヴァリー 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５０± ０１：５４．１１ ３．６�

６６ ダーバンシチー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ９．４�
２２ ダンツソレイユ �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 ４７６－１２１：５４．４２ ７．０�
４４ バルチクリッジ �３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４１６－３２１：５４．６１� ４６．４�
７８ キャピタルチャンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５２２＋ ２１：５４．７� ３６．２	
７９ ニホンピロサーシャ 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 片岡牧場 ４６６－１０１：５５．０１� ３２．７

５５ クールオーシャン 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 ５０２＋１２１：５５．１� ４．６�
８１１ シーズアップルズ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３０＋ ２１：５５．２� ４．０�
６７ ガンバルンバ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２０－２０１：５５．５１� １９８．４
３３ デ ン エ ン 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 B４２８＋１６ 〃 クビ ８．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ９，２６１，６００円 複勝： １６，０４２，３００円 枠連： ６，５３７，３００円

馬連： ２０，３２８，０００円 馬単： １６，６６４，１００円 ワイド： １０，１８５，２００円

３連複： ２９，３３９，３００円 ３連単： ４９，８６７，８００円 計： １５８，２２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（１－８） １，１５０円

馬 連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，２７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ６，２７０円 ３ 連 単 ��� ４４，５１０円

票 数

単勝票数 計 ９２６１６ 的中 � ４９３７（７番人気）
複勝票数 計 １６０４２３ 的中 � ８８７５（７番人気）� ４０１５１（１番人気）� １７７１１（５番人気）
枠連票数 計 ６５３７３ 的中 （１－８） ４２０９（６番人気）
馬連票数 計 ２０３２８０ 的中 �� ５５９２（１５番人気）
馬単票数 計 １６６６４１ 的中 �� ２０５３（３２番人気）
ワイド票数 計 １０１８５２ 的中 �� ２８８２（１６番人気）�� １９０５（１８番人気）�� ４７０１（７番人気）
３連複票数 計 ２９３３９３ 的中 ��� ３４５８（２６番人気）
３連単票数 計 ４９８６７８ 的中 ��� ８２７（１７０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．７―１３．１―１３．１―１２．８―１３．１―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．３―４９．４―１：０２．５―１：１５．３―１：２８．４―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３

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

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

シルクジェネラーレ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１．２３ 京都８着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 コパノスピーキング 母母 ゴールデンプランクスター ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円

１５０１６ ５月２９日 雨 稍重 （２３新潟２）第２日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

７１４ トミケンアマート 牝３栗 ５４
５１ ▲西村 太一冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４００－ ８１：１０．７ ５．２�

５１０ ハッピートゥデイ 牝３青鹿５４ 上村 洋行馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ４ 〃 クビ ７．７�
８１５ エレガンテココ 牝３青 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４２２＋ ２ 〃 ハナ ３５．４�
７１３ 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 ４７６＋ ４１：１０．９１� １８．４�
２３ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �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± ０ 〃 クビ １６．７�
４７ インフィニート 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ２１：１１．０� ５．２	
５９ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４± ０１：１１．１クビ ３２．７

３５ メトログリペン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム B５０６＋ ６ 〃 ハナ ５．１�
２４ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４１６＋ ２１：１１．４１� ５．９�
４８ シンビジューム 牝３栗 ５４ 丸山 元気�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４２－ ６ 〃 クビ １０．９
１１ アイティクイーン 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８６± ０１：１１．５� ２０．９�
１２ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３６＋ ２１：１１．７１� ２２．４�
３６ トーセンストーリー 牡３栗 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋２６１：１２．２３ ７６．３�
８１６ ジツリキグランデ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新冠 海馬沢 明 ３９４ ― 〃 アタマ ３９０．２�
６１１ パスザトーチ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ５０８ ―１：１３．０５ １７４．７�
６１２ ヨアケノミュー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優スリースターズレーシング 高柳 瑞樹 浦河 江谷 重雄 ４１２＋ ８１：１４．５９ ２９２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，１５０，８００円 複勝： １６，６２４，９００円 枠連： ７，１６８，５００円

馬連： ２２，３７９，９００円 馬単： １５，９５８，４００円 ワイド： １２，０３６，９００円

３連複： ３４，９９５，０００円 ３連単： ５２，１０５，３００円 計： １７１，４１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � ６００円 枠 連（５－７） １，３１０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，４１０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� １２，０８０円 ３ 連 単 ��� ５８，２７０円

票 数

単勝票数 計 １０１５０８ 的中 � １５３９０（３番人気）
複勝票数 計 １６６２４９ 的中 � ２４９４３（２番人気）� １５９８９（５番人気）� ６１５５（１１番人気）
枠連票数 計 ７１６８５ 的中 （５－７） ４０４７（６番人気）
馬連票数 計 ２２３７９９ 的中 �� ９６１１（７番人気）
馬単票数 計 １５９５８４ 的中 �� ３４３０（８番人気）
ワイド票数 計 １２０３６９ 的中 �� ４５８４（５番人気）�� ２０８８（１３番人気）�� １０８０（４１番人気）
３連複票数 計 ３４９９５０ 的中 ��� ２１３８（４６番人気）
３連単票数 計 ５２１０５３ 的中 ��� ６６０（１８２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１１．７―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンアマート �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１０．９．１１ 中山５着

２００８．３．４生 牝３栗 母 スプリングジャガー 母母 ローズシラオキ ７戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 サカジロロイヤル号の騎手小野寺祐太は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨアケノミュー号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。



１５０１７ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

７１２ ドリームクレド 牡３栗 ５６ 中舘 英二セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７６＋ ２１：１１．３ １０．３�

５９ スズカロジック 牡３栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７０－ ６１：１１．５１� ５．３�
２３ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４３６＋ ６１：１１．７１� ２４．９�
８１４ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４８６± ０１：１２．１２� ３．６�
３４ キングジャズ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：１２．２クビ ３６．１�

６１１ テルユーホワット 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６０± ０ 〃 クビ ４．６	

１１ モリトブイコール �３栗 ５６ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４５６－ ８１：１２．４� ８．２

６１０ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 ４４６± ０１：１２．９３ ２９０．５�
４７ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：１３．０クビ ２４．８�
８１５ ジンライムシュガー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４３０＋ ２１：１３．２１� ７０．９
３５ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 丸山 元気田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４７２＋ ８１：１４．０５ ２７．１�
７１３� インタクトラヴ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 中村 均 米 North Hills
Management ４３０－ ４１：１４．１� ５．６�

４６ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０６＋ ６１：１４．３１� １１６．７�
５８ フミノフェイマス 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜谷 二氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４８８－ ２１：１４．５１ ２５６．６�
２２ ナムラエイブル 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４２－ ２１：１４．７１� １３７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，２３９，１００円 複勝： １８，５０６，２００円 枠連： ８，０４９，９００円

馬連： ２５，８２０，０００円 馬単： １８，２１７，３００円 ワイド： １２，４３３，５００円

３連複： ３５，６００，３００円 ３連単： ５５，３００，５００円 計： １８６，１６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � ５６０円 枠 連（５－７） １，０４０円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ２，１４０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １４，９７０円 ３ 連 単 ��� ５０，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２２３９１ 的中 � ９４３５（６番人気）
複勝票数 計 １８５０６２ 的中 � １６２９７（６番人気）� ２５２７４（４番人気）� ７６３６（７番人気）
枠連票数 計 ８０４９９ 的中 （５－７） ５７４１（４番人気）
馬連票数 計 ２５８２００ 的中 �� ８７７０（１１番人気）
馬単票数 計 １８２１７３ 的中 �� ２７２１（２４番人気）
ワイド票数 計 １２４３３５ 的中 �� ４４５１（９番人気）�� １３７８（２６番人気）�� ２９３４（１３番人気）
３連複票数 計 ３５６００３ 的中 ��� １７５６（４８番人気）
３連単票数 計 ５５３００５ 的中 ��� ８０９（１５９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．６―１２．５―１１．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．２―４６．７―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームクレド �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．７．１７ 新潟９着

２００８．４．２２生 牡３栗 母 オ ル ビ タ ル 母母 Asteroid Field ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 プリンセスモトヒメ号・ミネノボサツ号
（非抽選馬） ５頭 カネトシライジング号・コスモハンサム号・メイショウカーネル号・ラブリームーン号・ラルガヴィータ号

１５０１８ ５月２９日 雨 稍重 （２３新潟２）第２日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左・外）

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

７１４ ゼンノルジェロ 牡３青 ５６ 丸山 元気大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３６．７ ７．５�

３５ ローザディアマント 牝３鹿 ５４ 中舘 英二永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８１：３６．９１� ４．８�
５１０ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ４９６－１２１：３７．１１� １１．０�
６１１ ラ ロ メ リ ア 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４ 〃 クビ １．８�
６１２ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７４＋ ４１：３７．２クビ ３７．０�
４７ カシノウィンド 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６０－ ４ 〃 クビ １２．２�
２４ レスタンノール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４８－１０１：３８．０５ １２．０	
１１ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４

５３ ☆川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４８４－１４１：３８．２１� ３９．３

１２ ライフイズライフ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 安惠氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４３８－ ２１：３８．４１� ３８４．７�
４８ スプリングフェスタ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３８．５� ９５．５�
２３ スカイプラネット 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４１６＋ ８１：３８．７１� ３１４．３�

５９ ユ ゼ ス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎松尾 正氏 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 ４３６± ０１：３９．０２ ２９１．６�
８１６ エスプレッソラテ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４５０＋ ４１：３９．２� ３０１．２�
３６ アイアンセラヴィ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６ 〃 ハナ ５３．８�
７１３ シティープラン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生�橋 良尚氏 石栗 龍彦 日高 ファニーフレンズファーム ４８４ ―１：４０．２６ １９５．７�
８１５ タマモトピック 牡３栗 ５６ 赤木高太郎タマモ 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 ４７０ ―１：４０．８３� ３４４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４２７，０００円 複勝： ２２，０９６，６００円 枠連： ７，３８０，９００円

馬連： ２６，５７０，９００円 馬単： ２０，０５９，６００円 ワイド： １３，５１８，７００円

３連複： ３３，６７７，２００円 ３連単： ６２，５２７，５００円 計： ２０３，２５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（３－７） １，４６０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，０６０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� ２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １７４２７０ 的中 � １８４１６（３番人気）
複勝票数 計 ２２０９６６ 的中 � ２９２２２（３番人気）� ３６９３２（２番人気）� ２２９６９（４番人気）
枠連票数 計 ７３８０９ 的中 （３－７） ３７５０（６番人気）
馬連票数 計 ２６５７０９ 的中 �� １１４２９（５番人気）
馬単票数 計 ２００５９６ 的中 �� ４１７８（１２番人気）
ワイド票数 計 １３５１８７ 的中 �� ５４８４（５番人気）�� ３０４８（１１番人気）�� ４４７３（７番人気）
３連複票数 計 ３３６７７２ 的中 ��� ５４７１（１３番人気）
３連単票数 計 ６２５２７５ 的中 ��� １７０４（７８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１２．５―１２．７―１２．８―１１．５―１０．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．８―３７．３―５０．０―１：０２．８―１：１４．３―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３３．９
３ ・（６，７）１２（１，１４）（４，８，１６）（１０，１３）（３，１１）９，５－（２，１５） ４ ・（６，７）１２（１，１４）（４，８，１６）（３，１０，１３）（９，１１）５－２－１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゼンノルジェロ �
�
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 ２０１０．９．２６ 阪神３着

２００８．４．３０生 牡３青 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモトピック号は，平成２３年６月２９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 エーシンビショップ号



１５０１９ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

１１ オウシュウベスト 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４４６－ ４１：５０．９ ９．７�

５５ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１０＋ ４１：５１．１１� ７．０�
６７ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ １５．１�
７１０ ツクバタイヨウ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 平取 協栄組合 ４８０＋ ６１：５１．３１� １０．８�
２２ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７

５６ ☆高倉 稜中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０４＋ ２１：５１．４クビ ２９．６�
７９ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７６－ ８ 〃 ハナ １．４�
３３ ユメミルテーラー 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６８＋ ２１：５１．６１� ２９．６	
４４ � イーサンジャンパー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４８４± ０１：５１．７� ２７．６

８１２� ク イ ポ 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５３２＋２１１：５２．６５ ４８．１�
８１１ テイエムスリリング 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４６６± ０１：５３．２３� ２２９．３
６８ � シンメトリーアート 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介�イージス 石毛 善彦 門別 中前 義隆 ４７０－ ６１：５５．５大差 １２３．３�
５６ メジロムーア 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋ ４１：５５．６� １２７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，８２９，１００円 複勝： ３４，４１０，９００円 枠連： ６，００８，３００円

馬連： ２１，１４７，２００円 馬単： ２２，６３８，６００円 ワイド： １２，７６２，２００円

３連複： ３０，６１７，４００円 ３連単： ６９，６９７，７００円 計： ２１０，１１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３９０円 � ３４０円 � ５００円 枠 連（１－５） ２，４３０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，１７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ４３，１９０円

票 数

単勝票数 計 １２８２９１ 的中 � １０４５１（３番人気）
複勝票数 計 ３４４１０９ 的中 � ２３５０９（３番人気）� ２８３４７（２番人気）� １７５２９（４番人気）
枠連票数 計 ６００８３ 的中 （１－５） １８２８（９番人気）
馬連票数 計 ２１１４７２ 的中 �� ５７８８（８番人気）
馬単票数 計 ２２６３８６ 的中 �� ２５８２（１６番人気）
ワイド票数 計 １２７６２２ 的中 �� ４７６２（８番人気）�� ２６００（１２番人気）�� ５１８１（６番人気）
３連複票数 計 ３０６１７４ 的中 ��� ３６５４（２２番人気）
３連単票数 計 ６９６９７７ 的中 ��� １１９１（１１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．３―１３．３―１２．５―１２．４―１２．６―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．８―４９．１―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．９
１
３
６，１２（３，１０）５（２，９）－（４，８，１１）－１－７
１，１２（５，１０）（６，９）（３，２）１１（４，７）８

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

勝馬の
紹 介

オウシュウベスト �
�
父 アルカセット �

�
母父 Mutakddim デビュー ２００９．１０．２４ 東京１５着

２００７．３．６生 牡４黒鹿 母 グリーンヒルスター 母母 Awesome Attraction １３戦２勝 賞金 １７，５００，０００円

１５０２０ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （芝・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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１５ ミスベルツリー 牝５栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６１：１０．１ ７．７�

４７ マンダリンレイ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２０－ ８１：１０．２� １５．９�
５１０ フィールマイハート 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ １２．５�
７１３� シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４７２± ０１：１０．３� ６．４�
１２ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 松田 大作増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５８＋ ４１：１０．５１� ３．１�
５９ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８０＋ ６１：１０．６� ２６．６�
２４ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３０± ０１：１０．７� ７．５	
１１ � ウイニングドラゴン 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ４．９

６１１� ヘイハチキング 牡４鹿 ５７ 中舘 英二伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 ４７４－ ４１：１０．８クビ ２３．０�
３５ � シルキーカレント 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか 見上牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ３２．０�
２３ ランドスパウト 牝４青 ５５ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４６２＋１６１：１１．１１� ９４．４
６１２ サニーエリザベス 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４０４＋ ６ 〃 アタマ １１３．０�
７１４� サクセスゴーランド 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム ４７６－ ５１：１１．２クビ ６７．４�

４８ � フラワーウィンド 牝５黒鹿５５ 池崎 祐介川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５６＋２２１：１１．５２ ９８．３�
３６ � エイティスパシーバ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真中山 速水氏 浅野洋一郎 新冠 中本牧場 ４４０－１４１：１２．０３ １８０．３�
８１６ サクラベッシー 牝４鹿 ５５ 村田 一誠�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４９０＋ ２１：１２．３２ １１２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９４６，６００円 複勝： ２１，０７６，６００円 枠連： ９，８８７，８００円

馬連： ２５，００５，９００円 馬単： １９，８４０，８００円 ワイド： １３，３４９，８００円

３連複： ３８，８２３，７００円 ３連単： ６２，８１５，５００円 計： ２０３，７４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � ４６０円 � ４７０円 枠 連（４－８） ３，５１０円

馬 連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ８，３４０円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� １，３００円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� １２，０９０円 ３ 連 単 ��� ７４，５４０円

票 数

単勝票数 計 １２９４６６ 的中 � １３３２９（５番人気）
複勝票数 計 ２１０７６６ 的中 � ２８１２０（３番人気）� １１２８８（６番人気）� １１０７３（７番人気）
枠連票数 計 ９８８７８ 的中 （４－８） ２０８３（１４番人気）
馬連票数 計 ２５００５９ 的中 �� ４３０２（２１番人気）
馬単票数 計 １９８４０８ 的中 �� １７５７（３６番人気）
ワイド票数 計 １３３４９８ 的中 �� １８９０（２４番人気）�� ２５６３（１６番人気）�� １４６４（２９番人気）
３連複票数 計 ３８８２３７ 的中 ��� ２３７０（４２番人気）
３連単票数 計 ６２８１５５ 的中 ��� ６２２（２４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１１．８―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．３―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスベルツリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティッカネン デビュー ２００８．１１．１ 福島９着

２００６．４．７生 牝５栗 母 サクセスストレイン 母母 キャリイアウト ２６戦２勝 賞金 ２７，７７０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 マキハタピンナップ号・ロードセイバー号



１５０２１ ５月２９日 雨 不良 （２３新潟２）第２日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 田辺 裕信�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５２４＋ ６１：５０．６ １．８�

３３ クリーバレン 牡５鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５５２－１２１：５１．４５ ２１．７�

７１０ ベストルート 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４５８± ０１：５１．６１� ８．８�
４５ � スターウォーズ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ８．６�
４４ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１２－ ４１：５１．７クビ １０４．７�
５７ � コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５３８－ ２１：５１．９１ ２０．４�
６８ エフティファラオ �５鹿 ５７ 勝浦 正樹吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４４８－１０１：５２．３２� １０５．４	
５６ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気秋場 清
氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４７２＋１４ 〃 クビ ５．０�
６９ � バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 西田雄一郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８０＋ ４１：５２．４クビ １３２．３�
８１３ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８４－ ４１：５２．６１� ２６７．５
８１２ ミッキーオリーブ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：５２．８１� １０．２�
１１ セイカドルチェ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４６２－ ４１：５３．０	 １８９．８�
７１１ アブラハムダービー 牡４黒鹿５７ 松田 大作 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５４０＋ ６１：５３．１	 ２４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３５４，６００円 複勝： ２２，９５５，５００円 枠連： ９，９１９，７００円

馬連： ３０，２１１，１００円 馬単： ２８，００４，５００円 ワイド： １５，５９５，４００円

３連複： ４６，８０６，１００円 ３連単： ９９，３７６，６００円 計： ２６７，２２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３９０円 � ２５０円 枠 連（２－３） ２，４６０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ３２０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 ��� １５，４２０円

票 数

単勝票数 計 １４３５４６ 的中 � ６４０６０（１番人気）
複勝票数 計 ２２９５５５ 的中 � ９４１７７（１番人気）� ９８２７（８番人気）� １７４５６（４番人気）
枠連票数 計 ９９１９７ 的中 （２－３） ２９８５（８番人気）
馬連票数 計 ３０２１１１ 的中 �� １１８２５（７番人気）
馬単票数 計 ２８００４５ 的中 �� ８４４６（１０番人気）
ワイド票数 計 １５５９５４ 的中 �� ５４０６（７番人気）�� １３８８７（２番人気）�� １６０６（２５番人気）
３連複票数 計 ４６８０６１ 的中 ��� ８９２８（１５番人気）
３連単票数 計 ９９３７６６ 的中 ��� ４７５８（５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．４―１２．８―１２．７―１２．４―１２．８―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．１―４８．９―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．８―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
１－１０（２，１２）（４，５，１３）３，７，９－（６，１１）８
１，１０（２，１２）（４，５，９）（３，７，１３）１１（６，８）

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

勝馬の
紹 介

サクセスヒューゴー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００９．１．２５ 中京９着

２００６．５．２２生 牡５青鹿 母 アワーミスレッグス 母母 Colonial Waters ２２戦３勝 賞金 ３９，６００，０００円

１５０２２ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第１０競走 ��２，０００�
さ め が お じ ょ う

鮫 ヶ 尾 城 特 別
発走１４時３０分 （芝・左・外）

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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

４６ � シンボリアニマート 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ４９６－ ２２：０１．５ ２５．３�

７１２ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ２２：０１．７１� ８．３�
２３ ナリタプラチナ 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：０１．８� ５．１�
６１１ メイショウベーネ 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人松本 和子氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４６４± ０２：０２．４３� ７７．０�
４７ メイショウタフ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５２６－１４ 〃 アタマ １７．０�
３４ � シルヴァーノ 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２２：０２．５� ４．６	
３５ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 村田 一誠シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５２４± ０ 〃 クビ ４０．３

２２ トーセンマルゴー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４± ０２：０２．８１� ４１．９�
８１４ メイショウリバー 牡６鹿 ５７ 西村 太一松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０２：０３．０１� ８．８
１１ コングラチュレート 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４６６＋ ８２：０３．７４ １８．４�
６１０ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 川須 栄彦穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５０－ ４ 〃 クビ ３．３�
７１３ ハギノウタヒメ 牝５栗 ５５ 津村 明秀日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３４－ ４２：０３．９１ ２３９．４�
５９ � ケイティローレル 牝５栗 ５５ 西田雄一郎瀧本 和義氏 日吉 正和 浦河 永田 克之 ４３８－ ４２：０４．２２ １７４．３�
８１５� インターラーケン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 新冠 競優牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ２０７．２�
５８ ダノンインスパイア 牡６鹿 ５７ 高倉 稜�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ６２：０４．４１� １２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，４２９，６００円 複勝： ２４，７００，４００円 枠連： １２，３９２，５００円

馬連： ４６，７５４，０００円 馬単： ３０，２１１，６００円 ワイド： １８，７５５，２００円

３連複： ６１，９２０，６００円 ３連単： １０８，０３９，９００円 計： ３１９，２０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５３０円 複 勝 � ４８０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（４－７） １，９１０円

馬 連 �� ７，０００円 馬 単 �� １６，３９０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� １，５９０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� １０７，１７０円

票 数

単勝票数 計 １６４２９６ 的中 � ５１３５（９番人気）
複勝票数 計 ２４７００４ 的中 � １１１８５（８番人気）� ３１８４８（４番人気）� ３７１５６（３番人気）
枠連票数 計 １２３９２５ 的中 （４－７） ４８０３（１１番人気）
馬連票数 計 ４６７５４０ 的中 �� ４９３０（２８番人気）
馬単票数 計 ３０２１１６ 的中 �� １３６１（６２番人気）
ワイド票数 計 １８７５５２ 的中 �� ２８３６（２２番人気）�� ２８５７（２１番人気）�� ６４４０（６番人気）
３連複票数 計 ６１９２０６ 的中 ��� ４３７３（３７番人気）
３連単票数 計１０８０３９９ 的中 ��� ７４４（３６１番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１２．０―１２．１―１２．５―１２．４―１２．４―１１．９―１１．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．９―３６．９―４９．０―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．３―１：３８．２―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シンボリアニマート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kenmare

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania ８戦１勝 賞金 １１，６４８，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］



１５０２３ ５月２９日 雨 重 （２３新潟２）第２日 第１１競走 ��１，０００�ルミエールステークス
発走１５時１０分 （芝・直線）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５１�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

８１２ エーシンヴァーゴウ 牝４栗 ５４ 田辺 裕信�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５８－ ４ ５５．０ ３．３�

７９ ストロングポイント 牡５芦 ５５ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４５８－ ６ ５５．１� ２９．０�
８１１ シャウトライン 牡７青鹿５７ 丸山 元気�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B５００－ ２ ５５．２� ８．５�
７１０ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５３ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ７．１�
５６ � ダイワマックワン 牡６鹿 ５６ 勝浦 正樹大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６－ ４ ５５．３� １３．１�
６７ セブンシークィーン 牝５栗 ５３ 津村 明秀吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８± ０ ５５．４� ６．５	
６８ トウカイミステリー 牝５栗 ５４ 高倉 稜内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４４－１２ ５５．５� ５．７

５５ レイクエルフ 牡６黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４８＋ ４ ５５．７１� ４７．０�
３３ � アポロドルチェ 牡６青鹿５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm B４７６＋ ６ ５６．０２ ８．３�
４４ � モルフェメイト 牝３黒鹿４９ 杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４０８－ ２ ５６．４２� ３６．６
２２ リキサンファイター 牡７栗 ５５ 村田 一誠 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７６＋ ２ ５６．５� １３４．７�
１１ � ファリダット 牡６青鹿５６ 中舘 英二前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management B４７２＋ ２ 〃 クビ １２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，２８０，３００円 複勝： ４０，５５７，１００円 枠連： ２４，８２６，８００円

馬連： １２４，５５９，７００円 馬単： ７６，１９４，８００円 ワイド： ３４，６４５，４００円

３連複： １４１，９３５，４００円 ３連単： ２７９，８８６，６００円 計： ７５４，８８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ６００円 � ２９０円 枠 連（７－８） ５５０円

馬 連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ６，９４０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ６７０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ９，０３０円 ３ 連 単 ��� ４９，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３２２８０３ 的中 � ７８６９０（１番人気）
複勝票数 計 ４０５５７１ 的中 � ９０５０３（１番人気）� １３８２６（９番人気）� ３４４９２（６番人気）
枠連票数 計 ２４８２６８ 的中 （７－８） ３３８２３（２番人気）
馬連票数 計１２４５５９７ 的中 �� １９５０１（２０番人気）
馬単票数 計 ７６１９４８ 的中 �� ８１１０（３３番人気）
ワイド票数 計 ３４６４５４ 的中 �� ５４７３（２４番人気）�� １３４３７（５番人気）�� ３９３５（３２番人気）
３連複票数 計１４１９３５４ 的中 ��� １１６０７（３５番人気）
３連単票数 計２７９８８６６ 的中 ��� ４１７２（１８１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．７―１０．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．２―３２．９―４３．２

上り４F４３．０－３F３２．８
勝馬の
紹 介

エーシンヴァーゴウ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．１１．７ 京都７着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 カンザスガール 母母 Speak Straight １２戦５勝 賞金 ７３，４４４，０００円
※レイクエルフ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１５０２４ ５月２９日 雨 不良 （２３新潟２）第２日 第１２競走 ��１，２００�
ま き は た や ま

巻 機 山 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

４６ ダイワフラッグ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５１２－１０１：１０．６ ４．２�

６１０ ノボジュピター 牡５栗 ５７ 丸山 元気�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６８－ ６１：１０．８１� １７．０�
６１１ ヒ ー ロ ー 牡４栗 ５７ 中舘 英二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４－ ２ 〃 クビ ３．９�
８１５ 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 B４９４＋ ４ 〃 アタマ １３．３�
４７ ミッキーミステリー 牡４黒鹿５７ 上村 洋行野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ２１：１１．１１� ３１．３�
５８ サンパチェンス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６８－ ２１：１１．４１� ８０．７	
７１３� エイシンマロニエ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５２６－ ２１：１１．５� ２６．７

１１ ラブエーヤン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４６８± ０１：１１．６� ５５．４�
３５ アドバンスピール 牡６青鹿５７ 木幡 初広西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４６４－ ８１：１１．８１� ４６．７�
７１２	 エベレストオー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４９０＋ ６１：１１．９クビ ２６．９
２２ 	 セトノランナー 牡４栗 ５７ 赤木高太郎難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５８＋ ４ 〃 クビ ２８１．４�
５９ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：１２．３２� ２．２�
８１４	 トゥインクルスノー 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４５６＋ ６１：１２．４クビ １７０．２�
２３ � ブ ル ー ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎 �ブルーマネジメント星野 忍 米 Dell Ridge

Farm ４８４＋ ４１：１２．５� １２２．８�
３４ �	 シルバーフェザント 牡５芦 ５７ 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

５１０＋ ８ 〃 クビ ３５６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，４９１，６００円 複勝： ３６，１７０，９００円 枠連： １７，９３６，０００円

馬連： ８５，２５３，７００円 馬単： ４８，０９９，４００円 ワイド： ２７，９０５，２００円

３連複： ９８，４４２，８００円 ３連単： ２０１，７９２，１００円 計： ５４３，０９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １７０円 枠 連（４－６） ７７０円

馬 連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ５，２８０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ４５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ４，１５０円 ３ 連 単 ��� ３０，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２７４９１６ 的中 � ５２２０８（３番人気）
複勝票数 計 ３６１７０９ 的中 � ６６４０７（２番人気）� ２６６１６（５番人気）� ６２８５５（３番人気）
枠連票数 計 １７９３６０ 的中 （４－６） １７３２７（３番人気）
馬連票数 計 ８５２５３７ 的中 �� １６７８３（１３番人気）
馬単票数 計 ４８０９９４ 的中 �� ６７２４（１７番人気）
ワイド票数 計 ２７９０５２ 的中 �� ６５７１（１１番人気）�� １６３５６（３番人気）�� ６９０２（７番人気）
３連複票数 計 ９８４４２８ 的中 ��� １７５０７（１３番人気）
３連単票数 計２０１７９２１ 的中 ��� ４８６９（８５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．３―１１．９―１１．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．２―４６．１―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワフラッグ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００８．８．３ 新潟７着

２００６．３．１６生 牡５鹿 母 ブラッシュウィズテキーラ 母母 Sheila Tequila １５戦３勝 賞金 ３８，５０４，０００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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンライズアイ号・テーオーマグナム号・ブラックルーラー号
（非抽選馬） ５頭 クリスリリー号・ダイシンサーベル号・フィールドウイナー号・メイショウコウセイ号・メジロブラボー号

３レース目



（２３新潟２）第２日 ５月２９日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

１７６，２４０，０００円
１，０９０，０００円
１２，２００，０００円
１，６６０，０００円
１６，６４０，０００円
５５，３７７，０００円
４，３１６，０００円
１，６４３，４００円

勝馬投票券売得金
１８３，２５６，４００円
２８４，０５０，６００円
１２０，６７２，７００円
４６５，２８８，２００円
３２８，２４７，７００円
１８９，５８０，６００円
６０８，０７２，９００円
１，１４５，３２９，５００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 ３，３２４，４９８，６００円

総入場人員 １６，７１６名 （有料入場人員 １５，２７７名）


