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１３０１３ ５月６日 曇 稍重 （２４新潟１）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）

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

８１４ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４７８－ ２１：５５．０ １３．９�

８１５ グレートチャールズ 牡３栗 ５６ 丸山 元気吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ４１：５５．１� ２．２�
４７ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９４＋ ２１：５５．７３� １０．９�
３４ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４８８＋ ２１：５６．５５ ４８．１�
５８ キタサンシンガー 牡３芦 ５６ 国分 恭介�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ４９２－２８ 〃 ハナ １４．０�
７１２ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５０４＋ ４１：５６．７１ ２．８	
１１ チュウワストライク 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 ５０６ ―１：５７．８７ １３８．３

６１０ サードシアター 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋ ２１：５８．０１ ４９．４�

３５ ディアハンター 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜永田 和彦氏 高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３２－ ２１：５８．１� １４０．５�
２３ ヴェルデルーチェ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎 �グリーンファーム 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 B４７２－ ６１：５８．５２� ６１．６�
５９ メイショウオトコギ �３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４５８＋ ６１：５８．６� ４０．２�
７１３ クールブランカ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥川上 哲司氏 矢野 英一 日高 長田ファーム B４６２＋ ２ 〃 アタマ ９１．７�
２２ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ４９４± ０１：５９．４５ １５．９�
６１１ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４４６± ０１：５９．９３ ８５．６�
４６ サクラハイグレード �３栗 ５６ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５４ ―２：０３．３大差 ６４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，２２８，１００円 複勝： １９，１２０，６００円 枠連： ７，９４５，７００円

馬連： ２５，２６９，９００円 馬単： ２１，４６０，９００円 ワイド： １４，５６３，９００円

３連複： ４０，２４０，９００円 ３連単： ６９，９９３，４００円 計： ２０９，８２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３２０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（８－８） １，７７０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，５３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� ３７，９６０円

票 数

単勝票数 計 １１２２８１ 的中 � ６３６９（４番人気）
複勝票数 計 １９１２０６ 的中 � １２０８５（５番人気）� ６０７６３（１番人気）� １５０７８（３番人気）
枠連票数 計 ７９４５７ 的中 （８－８） ３３１７（８番人気）
馬連票数 計 ２５２６９９ 的中 �� １０８４８（７番人気）
馬単票数 計 ２１４６０９ 的中 �� ３４６３（１５番人気）
ワイド票数 計 １４５６３９ 的中 �� ６４８７（４番人気）�� ２２１１（１３番人気）�� ６７３１（３番人気）
３連複票数 計 ４０２４０９ 的中 ��� ６５１８（１６番人気）
３連単票数 計 ６９９９３４ 的中 ��� １３６１（９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．７―５０．０―１：０２．９―１：１５．８―１：２９．１―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３
１５（８，９）（７，１２）（３，６，１０）１１，２－（１，１４）５，１３－４
１５－９，８，１２（７，１４）３－（２，６，５）４（１，１０，１１）１３

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

勝馬の
紹 介

タイガーシード �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２０１１．１０．２ 阪神９着

２００９．５．１生 牡３黒鹿 母 アイアンレディ 母母 レデイフツド ９戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラハイグレード号は，平成２４年６月６日まで平地競走に出走できない。

１３０１４ ５月６日 雨 良 （２４新潟１）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ フェニーチェ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４５４± ０１：３６．０ ２．３�

４７ カレンシェリーメイ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４０２ ―１：３６．２１� １６．３�
４８ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７６＋ ２１：３６．３� １０．６�
６１２ デイジーバローズ 牝３栗 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３６－ ４１：３６．４クビ １４．５�
３５ キョウエイラフィネ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 ４４６ ―１：３６．６１� ３５３．４�
１１ ハーツブラッド 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６１：３６．８１ ９．７	
３６ コーナーポケット 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４２４± ０ 〃 クビ ２４．８

２３ オレンジビキニ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３７．０１� ３２．８�
２４ ヴァンブラン 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４２６－ ２１：３７．１� ４６．５�
７１４ ダンツパラダイス 牝３芦 ５４ 国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 日高 滝本 健二 ４１６－ ４１：３７．３１� ３９１．６
８１５ ボックスクレバー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５０８－ ２ 〃 ハナ ５．８�
１２ アイアンプラスワン 牝３鹿 ５４ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４２６± ０ 〃 ハナ １８７．０�
８１６ ローザボニータ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ８１：３７．４クビ ５．３�
６１１ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ９３．９�
５９ ホワイトドレス 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 丸村村下
ファーム ４４４－ ２１：３８．４６ １６５．１�

５１０ ウォームトウショウ 牝３栗 ５４ 村田 一誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ― 〃 ハナ １２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７０７，５００円 複勝： ２０，６１８，１００円 枠連： ９，３６２，７００円

馬連： ２６，２７６，４００円 馬単： １８，８５０，４００円 ワイド： １２，４６６，２００円

３連複： ３４，９５１，１００円 ３連単： ５３，３３８，６００円 計： １９０，５７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � ２４０円 枠 連（４－７） ７００円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ３９０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，３８０円 ３ 連 単 ��� １９，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４７０７５ 的中 � ５２０４８（１番人気）
複勝票数 計 ２０６１８１ 的中 � ５７７６５（１番人気）� １００７９（７番人気）� １９６７７（５番人気）
枠連票数 計 ９３６２７ 的中 （４－７） ９８９９（２番人気）
馬連票数 計 ２６２７６４ 的中 �� １０２３５（７番人気）
馬単票数 計 １８８５０４ 的中 �� ３７１３（１２番人気）
ワイド票数 計 １２４６６２ 的中 �� ４０６３（９番人気）�� ８７１９（３番人気）�� ２０３４（１８番人気）
３連複票数 計 ３４９５１１ 的中 ��� ５８９５（１３番人気）
３連単票数 計 ５３３３８６ 的中 ��� １９８４（６１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．１―１２．６―１２．７―１１．７―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．８―４８．４―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
３ １４（４，８）２（６，１２）１，１３（７，１５）（９，１６）（３，１１）１０，５ ４ １４（２，４，８）（６，１２）（１，１３）（７，１５）（３，１６）９（５，１１）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェニーチェ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１１ 中山４着

２００９．１．２７生 牝３鹿 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール ５戦１勝 賞金 ９，９００，０００円

第１回 新潟競馬 第２日



１３０１５ ５月６日 雨 稍重 （２４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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

２３ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５２－ ６１：１２．９ １．７�

７１３ メイショウビリーヴ 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８＋１２１：１４．５１０ ４３．７�
７１２ ワンダープレンダ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 B４６６＋ ２１：１４．６� １８．６�
６１１ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２２± ０１：１４．７クビ ３７．２�
３４ キンショーダイシ 牡３栗 ５６ 伊藤 工真礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １９９．１�
８１５ シークレットアーム 牡３鹿 ５６ 国分 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５１８ ―１：１４．９１� ８６．０	
８１４ ナムラセラピー 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 ４５２± ０１：１５．２１� ２５．７

２２ タガノバルベッタ 牡３青鹿５６ 松山 弘平八木 良司氏 加用 正 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５２０＋ ２１：１５．４１� ８６．８�
１１ ボスキャラメル 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 日高 加藤牧場 ５１０ ―１：１５．６１� １３３．０�
６１０ メイショウボクデン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 猪野毛牧場 ４２４＋ ４１：１５．７� ４．４
４６ ダイワアズール �３鹿 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ２１：１５．８� ６８．７�
４７ ホープマイスター 牡３栗 ５６ 大野 拓弥久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４４６＋ ４１：１６．０１� ６．０�
５８ シャイニングモア 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ５３６± ０１：１６．１� ３４．２�
３５ ハートフルポケット 牝３栗 ５４ 丸山 元気岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４４８＋ ４１：１６．５２� ２１．８�
５９ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５４４ ―１：１７．１３� ２０５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，２５９，５００円 複勝： １９，９９３，６００円 枠連： ７，４５５，２００円

馬連： ２３，２５５，３００円 馬単： ２０，４５１，０００円 ワイド： １１，０４２，９００円

３連複： ３０，５３７，３００円 ３連単： ６２，０５７，９００円 計： １８８，０５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３７０円 枠 連（２－７） １，１００円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ５，１４０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ６８０円 �� ３，５００円

３ 連 複 ��� １４，９６０円 ３ 連 単 ��� ５５，１２０円

票 数

単勝票数 計 １３２５９５ 的中 � ６２７３２（１番人気）
複勝票数 計 １９９９３６ 的中 � ７９７４７（１番人気）� １２２１８（５番人気）� ９５６７（６番人気）
枠連票数 計 ７４５５２ 的中 （２－７） ５０１２（４番人気）
馬連票数 計 ２３２５５３ 的中 �� ５０８６（１０番人気）
馬単票数 計 ２０４５１０ 的中 �� ２９４０（１５番人気）
ワイド票数 計 １１０４２９ 的中 �� ３３３６（７番人気）�� ４１５８（５番人気）�� ７３４（２９番人気）
３連複票数 計 ３０５３７３ 的中 ��� １５０７（３７番人気）
３連単票数 計 ６２０５７９ 的中 ��� ８３１（１３７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１２．４―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．２―４６．６―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デリケートアーチ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１６ 新潟９着

２００９．５．９生 牝３栃栗 母 デ リ キ ッ ト 母母 エ コ ル シ ユ ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 シャイニングモア号は，発進不良〔内側に逃避〕。

ヒカルランナー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 シャイニングモア号・ヒカルランナー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルランナー号は，平成２４年６月６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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サンライズガイア号・シゲルキイチゴ号・スポーツコート号・トキノワイルド号・ヤマニンリンクス号

１３０１６ ５月６日 雨 良 （２４新潟１）第２日 第４競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

２：１１．６
２：１０．０

良

良

６１２ ホッコーゼニト 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４６０＋ ２２：１５．７ １２．５�

１１ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２２：１５．８� ２．６�
１２ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６４－ ４２：１５．９� ６．８�
５９ ギリサントポケサン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ５．６�
２４ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２± ０２：１６．２１� １０．４�
６１１ マイネキャスリーン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １８．６	

７１３ プレザントライフ 牡３青鹿５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８２：１６．３� ９．４

４７ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２８＋ ４２：１６．４� １１７．５�
７１４ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ １０．４�
４８ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 吉田 豊�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ６２：１６．６１� ２０．４
８１６ イマジンジョン 牡３青 ５６ 西田雄一郎湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ２０５．４�
２３ カフェボリンジャー 牡３青鹿５６ 上村 洋行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２－ ４２：１７．０２� ４８．３�
５１０ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド B４８６± ０２：１７．２１� １１７．２�
８１５ メイショウズイガン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 ４９２ ―２：１７．８３� １４１．１�
３６ ビバドルドナ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４２２＋ ４２：１７．９� １１８．１�
３５ クレバータイガー 牡３栗 ５６ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 ４１０－１２２：１８．２２ ２１３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４６１，７００円 複勝： ２２，３９７，６００円 枠連： １２，１００，４００円

馬連： ２７，２９１，９００円 馬単： １９，９３７，７００円 ワイド： １３，５６５，０００円

３連複： ３９，９３１，５００円 ３連単： ６３，７７６，０００円 計： ２１３，４６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３５０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（１－６） ７２０円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，１２０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ２３，２１０円

票 数

単勝票数 計 １４４６１７ 的中 � ９１６８（７番人気）
複勝票数 計 ２２３９７６ 的中 � １２８７３（７番人気）� ６１２７３（１番人気）� ２５００９（３番人気）
枠連票数 計 １２１００４ 的中 （１－６） １２５１６（３番人気）
馬連票数 計 ２７２９１９ 的中 �� １３６６５（４番人気）
馬単票数 計 １９９３７７ 的中 �� ３４９６（１３番人気）
ワイド票数 計 １３５６５０ 的中 �� ４９２０（４番人気）�� ２７８５（１５番人気）�� １０１９４（２番人気）
３連複票数 計 ３９９３１５ 的中 ��� １０１８４（７番人気）
３連単票数 計 ６３７７６０ 的中 ��� ２０２８（５９番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．８―１１．４―１３．３―１３．８―１２．８―１２．３―１２．０―１１．９―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．１―２３．９―３５．３―４８．６―１：０２．４―１：１５．２―１：２７．５―１：３９．５―１：５１．４―２：０３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホッコーゼニト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Lost Soldier デビュー ２０１１．１１．２７ 京都５着

２００９．４．２８生 牡３鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円



１３０１７ ５月６日 雨 良 （２４新潟１）第２日 第５競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１１ シャドウバンガード 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：４９．５ ７．９�

４４ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗 ５４
５１ ▲横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４２－１０ 〃 アタマ ７．１�

６７ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ６１：４９．８２ ５．０�
１１ ブライトボーイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６６－１６１：４９．９クビ ９．７�
５５ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ３．９�
２２ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ４ 〃 クビ ５２．４�
８１０ メトロファルコン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４６８＋ ８１：５０．０� ３．９	
７８ オ マ モ リ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４３８＋ ２１：５０．５３ ９．２

３３ カゼノエメラルド 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 岡田 隆志 ４４０－ ４１：５０．８１� ３６．９�
７９ テイエムガッテン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一竹園 正繼氏 岩元 市三 むかわ 市川牧場 ４２４－１０１：５１．４３� ８７．３�
６６ ミッドナイトシップ 牝３鹿 ５４ 小野寺祐太石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４２２＋ ８１：５２．２５ １０１．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，７９４，１００円 複勝： １９，４１７，８００円 枠連： ７，９４５，８００円

馬連： ２５，０８４，３００円 馬単： ２０，２３９，３００円 ワイド： １１，２８８，４００円

３連複： ３４，３５５，７００円 ３連単： ６５，０４３，３００円 計： １９６，１６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２７０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（４－８） ８３０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ６，１５０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，０４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ６，９２０円 ３ 連 単 ��� ４２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １２７９４１ 的中 � １２８１０（５番人気）
複勝票数 計 １９４１７８ 的中 � １８０７２（６番人気）� １８１６５（５番人気）� ３２５４８（２番人気）
枠連票数 計 ７９４５８ 的中 （４－８） ７１４７（３番人気）
馬連票数 計 ２５０８４３ 的中 �� ５２６９（１８番人気）
馬単票数 計 ２０２３９３ 的中 �� ２４２９（３３番人気）
ワイド票数 計 １１２８８４ 的中 �� ２１７３（１９番人気）�� ２６２９（１６番人気）�� ４８７１（８番人気）
３連複票数 計 ３４３５５７ 的中 ��� ３６６４（２８番人気）
３連単票数 計 ６５０４３３ 的中 ��� １１２０（１６３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１１．８―１２．６―１３．１―１２．９―１１．６―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３６．５―４９．１―１：０２．２―１：１５．１―１：２６．７―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウバンガード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rainbow Quest 初出走

２００９．３．１生 牡３黒鹿 母 ラ ゲ ラ 母母 Smageta １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 ルミナスレッド号（疾病〔感冒〕のため）

１３０１８ ５月６日 雨 重 （２４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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

１１ ワンダースキー 牝５栗 ５５ 中舘 英二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 ４７６－ ２１：５５．０ ５．１�

８１５ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５１０＋ ６ 〃 ハナ １５．７�
４６ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５ 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３０－ ２１：５５．６３� ８９．２�
３４ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ６１：５５．８１� ２．５�
８１４ オンザスローン 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４２２－１７１：５６．８６ ３９．６�
５９ デルマアプサラス 牝４鹿 ５５ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６０＋ ２１：５７．０１ ４３．０�
５８ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５４－ ６ 〃 アタマ ６．７�
２３ ブロードピーク 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 	キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４０６－ ４１：５７．４２� ９．４

４７ ユナイテッドウィル 牝５栗 ５５ 川須 栄彦広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３２＋ ４ 〃 アタマ ２０．９�
６１０ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４６４＋１０１：５８．１４ ８．３
６１１ サトノレジーナ 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４７６－ ２ 〃 アタマ ３０．５�
３５ � クリノワンチャンス 牝４芦 ５５

５４ ☆高倉 稜栗本 博晴氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 B４１８± ０ 〃 ハナ １８６．５�
２２ レイナカスターニャ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 	サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B４７２－１２１：５８．３１� ２４．０�
７１３� サトノコンテッサ 牝５栗 ５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム ４５６± ０１：５８．５１� １０６．７�
７１２ ラブギャラクシー 牝４黒鹿５５ 幸 英明 	フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋２４１：５９．０３ ４６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，１５４，０００円 複勝： １８，６０９，３００円 枠連： ９，６４１，１００円

馬連： ２５，０５８，６００円 馬単： １９，２０５，８００円 ワイド： １３，２２４，８００円

３連複： ３８，７６６，５００円 ３連単： ６７，３２８，６００円 計： ２０４，９８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ４７０円 � １，２４０円 枠 連（１－８） ３，２２０円

馬 連 �� ４，９５０円 馬 単 �� ７，７００円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ５，１２０円 �� １０，８３０円

３ 連 複 ��� １１１，３３０円 ３ 連 単 ��� ４０７，２９０円

票 数

単勝票数 計 １３１５４０ 的中 � ２０５２６（２番人気）
複勝票数 計 １８６０９３ 的中 � ２９０４７（２番人気）� ９８００（６番人気）� ３３０３（１３番人気）
枠連票数 計 ９６４１１ 的中 （１－８） ２２１２（１６番人気）
馬連票数 計 ２５０５８６ 的中 �� ３７４０（１７番人気）
馬単票数 計 １９２０５８ 的中 �� １８４３（２８番人気）
ワイド票数 計 １３２２４８ 的中 �� ２０１５（１６番人気）�� ６３１（５１番人気）�� ２９６（７６番人気）
３連複票数 計 ３８７６６５ 的中 ��� ２５７（２１７番人気）
３連単票数 計 ６７３２８６ 的中 ��� １２２（９５３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．８―１３．４―１２．８―１２．５―１２．９―１２．５―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．３―１：０３．１―１：１５．６―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４F５１．９―３F３９．４
１
３
１，１５（２，１１）１０－（８，１４）６－（３，４，５）－（７，９）－１３，１２
１，１５－（２，１１）（１０，６）（８，１４）４，７－（３，５）（９，１２）１３

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

勝馬の
紹 介

ワンダースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１０．２．１４ 京都２着

２００７．３．２５生 牝５栗 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン １０戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ワンダースキー号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）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 トップオブプレイズ号



１３０１９ ５月６日 雨 稍重 （２４新潟１）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

４８ レ ト 牡５鹿 ５７ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ４５８－ ２１：２２．０ ２．５�

６１１ ワンダードレッシー 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４７４－ ６１：２２．２１ ４０．８�

８１５ メイショウセトウチ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 ４５２＋ ６１：２２．３� ９．１�
２４ � ロックフェアレディ 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４３８－２７ 〃 クビ １１１．０�
８１６ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５１０± ０１：２２．４� ４．７�
３５ � ダ ノ ン ロ ゼ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８８－１０ 〃 クビ ４４．９�
５９ ディアエンデバー 牡６黒鹿５７ 松田 大作寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：２２．５クビ １１．７	
３６ マ シ ラ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ６．０

１１ ザ ル グ ー ン 牡４鹿 ５７ 松山 弘平 �サンデーレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ５２．０�
１２ � ユメノカケハシ 牝５青鹿５５ 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：２２．６クビ １０４．６
２３ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ４１：２２．７� １９．３�
５１０� スーパーレディー 牝５栗 ５５ 三浦 皇成�サトー 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６－ １ 〃 クビ ３２．９�
６１２ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 古川 吉洋芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ４ 〃 アタマ ３７．８�
７１４ コマノスクアーロ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４２８＋ ４１：２２．８クビ ２５．５�
４７ � アスターローズ 牝６鹿 ５５ 国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４４４－ ２１：２２．９� ６２．４�
７１３ スズカサクセス 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６８－ ６１：２３．３２� ４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９２９，７００円 複勝： ２１，４９６，１００円 枠連： １１，３７５，２００円

馬連： ２８，３０２，３００円 馬単： ２０，１１２，５００円 ワイド： １３，８３２，２００円

３連複： ３９，４０７，０００円 ３連単： ６８，７２８，６００円 計： ２１７，１８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ８５０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ２，９４０円

馬 連 �� ５，７７０円 馬 単 �� ９，６１０円

ワ イ ド �� ２，２５０円 �� ４７０円 �� ５，５００円

３ 連 複 ��� １３，８７０円 ３ 連 単 ��� ７５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３９２９７ 的中 � ４５７０３（１番人気）
複勝票数 計 ２１４９６１ 的中 � ４９１６３（１番人気）� ４８３７（１０番人気）� ２４７２３（４番人気）
枠連票数 計 １１３７５２ 的中 （４－６） ２８６２（１３番人気）
馬連票数 計 ２８３０２３ 的中 �� ３６２２（１８番人気）
馬単票数 計 ２０１１２５ 的中 �� １５４５（３２番人気）
ワイド票数 計 １３８３２２ 的中 �� １４５２（２４番人気）�� ７９９３（３番人気）�� ５８２（５８番人気）
３連複票数 計 ３９４０７０ 的中 ��� ２０９７（４３番人気）
３連単票数 計 ６８７２８６ 的中 ��� ６７３（２０７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．０―１１．２―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．３―５７．５―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ト �
�
父 ザ カ リ ヤ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．６．２８ 福島２着

２００７．４．１０生 牡５鹿 母 レパーティー 母母 パンドラスボックス １７戦３勝 賞金 ６７，０８６，０００円
〔発走状況〕 アスターローズ号は，枠入り不良。
※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 トーセンカルツェ号・ナンヨーオウトー号・バトルシュリイマン号・メジロガストン号

１３０２０ ５月６日 雨 重 （２４新潟１）第２日 第８競走 ��
��１，８００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１０ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：５４．４ ４．２�

５９ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５１０－ ６１：５４．６１� ２．６�
８１４ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５０２－ ２１：５５．０２� ７．４�
１１ 	 マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８２－ ８１：５５．２１� １３．３�
４７ アイティテイオー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４－ ６１：５５．４１� ２７．７�
３５ ベジャールコード 牡４黒鹿５７ 松田 大作千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 ４９４± ０１：５５．６１� ４１．７	
８１５	 コイスキャーレ 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５３８－１４１：５５．８１� ６６．６

７１２	 エバーオンワード 牡４鹿 ５７ 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４７０＋ ２１：５５．９� ３２．５�
７１３
 ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４４８＋ ４１：５６．０クビ ５８．３�
６１１	 ドラゴンブレス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 ４７６－１４１：５６．１� ３３．７
２２ 
 サダルメリク 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４８６＋ ８ 〃 クビ ６．５�
４６ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８０－１０１：５６．４１� ９０．１�
５８ 	 マキハタビリケン 牡５栗 ５７ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５３４－ ６１：５９．８大差 ３９．１�
２３ 	 デルマクリシュナ 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４９６－ ４２：００．５４ ９８．９�
３４ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 川須 栄彦西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５４８－ ６ （競走中止） １５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，２６３，９００円 複勝： ２２，８６６，０００円 枠連： １１，１２６，０００円

馬連： ３１，５８６，５００円 馬単： ２０，７２６，３００円 ワイド： １５，２７３，６００円

３連複： ４０，９８７，８００円 ３連単： ７１，７５２，２００円 計： ２２８，５８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－６） ３７０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １４２６３９ 的中 � ２６７９６（２番人気）
複勝票数 計 ２２８６６０ 的中 � ３４０３１（２番人気）� ５４４９１（１番人気）� ３１９７７（３番人気）
枠連票数 計 １１１２６０ 的中 （５－６） ２２２６２（１番人気）
馬連票数 計 ３１５８６５ 的中 �� ３８４６１（１番人気）
馬単票数 計 ２０７２６３ 的中 �� １０１８３（３番人気）
ワイド票数 計 １５２７３６ 的中 �� １６９３２（１番人気）�� ７１６７（４番人気）�� １０６６８（３番人気）
３連複票数 計 ４０９８７８ 的中 ��� ２７２７８（１番人気）
３連単票数 計 ７１７５２２ 的中 ��� ８４７７（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．８―１３．６―１２．５―１２．２―１２．９―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．８―５０．４―１：０２．９―１：１５．１―１：２８．０―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴァージョイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１０着

２００８．３．１２生 牡４鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review １６戦２勝 賞金 ３０，４００，０００円
〔競走中止〕 ニシノサンタロウ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ニシノサンタロウ号の騎手川須栄彦は，３コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金５０，０００円。（８番への進路影

響）
〔その他〕 マキハタビリケン号は，競走中に疾病〔左第２中手骨々折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマクリシュナ号は，平成２４年６月６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。
（非当選馬） １頭 バイオレントナイト号



１３０２１ ５月６日 雨 重 （２４新潟１）第２日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

１１ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５８± ０１：１１．５ ９．１�

２３ サマーソング 牝５鹿 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２１：１１．６� ２．５�
３４ リンドブルム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４１：１１．７� ８．０�
５９ グランデワイルド 牡５栗 ５７ 三浦 皇成芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－１４１：１１．９１� ２０．７�
５８ � オメガキングコング 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人原 �子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B５１２－ ２１：１２．７５ １５．８�
４７ � サンマルグロワール 牡４鹿 ５７ 木幡 初広相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 ５６８－ ６１：１２．９１� ４３．５	
７１２ ホリデイトウショウ 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２－ ２１：１３．０� ８３．５

３５ � クリノマドンナ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４４０＋ ６１：１３．１� ２２０．３�
６１１� トキノライジン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥田中 準市氏 矢野 照正 新冠 村田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ １５２．７�
４６ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９２－ ４１：１３．２� ４０．４
８１５ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７ 川須 栄彦広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９２＋ ２１：１３．３� ３．９�
８１４ トウカイシャンテ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６０－ ２１：１３．６２ ７３．９�
６１０ ア ベ マ リ ア 牝４鹿 ５５ 的場 勇人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６０± ０１：１３．７クビ １６４．２�
２２ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４８４－ ２１：１３．８	 １１．５�
７１３ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 国分 恭介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５３０＋ ８１：１３．９� １３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１６１，１００円 複勝： ２６，０５０，６００円 枠連： １１，９２３，６００円

馬連： ３６，７６３，２００円 馬単： ２７，７７８，１００円 ワイド： １８，２６６，７００円

３連複： ５１，３２５，２００円 ３連単： １００，００９，６００円 計： ２８９，２７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－２） ８９０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ６９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� １２，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７１６１１ 的中 � １５００１（４番人気）
複勝票数 計 ２６０５０６ 的中 � ３２３１３（３番人気）� ６７３８４（１番人気）� ３０２８２（４番人気）
枠連票数 計 １１９２３６ 的中 （１－２） ９９７２（３番人気）
馬連票数 計 ３６７６３２ 的中 �� ３０５１３（２番人気）
馬単票数 計 ２７７７８１ 的中 �� ８４１２（７番人気）
ワイド票数 計 １８２６６７ 的中 �� １３９２５（２番人気）�� ６０８６（８番人気）�� １１４２０（３番人気）
３連複票数 計 ５１３２５２ 的中 ��� ２２５２６（４番人気）
３連単票数 計１００００９６ 的中 ��� ５９３３（３０番人気）

ハロンタイム １１．８―１１．０―１１．５―１２．４―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．８―３４．３―４６．７―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャマイカジョー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．９．２６ 阪神８着

２００８．５．９生 牡４黒鹿 母 スペシャルワールド 母母 ウエスタンワールド ２７戦２勝 賞金 ３０，４９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホウウン号

１３０２２ ５月６日 曇 重 （２４新潟１）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�わ ら び 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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３４ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 丸山 元気ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２１：５５．０ １０．８�

２２ � アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７２＋ ２ 〃 クビ ２．８�
６１０ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B４４０± ０ 〃 ハナ ３１．０�
７１３ タガノテッペン 牡３鹿 ５６ 幸 英明八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１２＋１８１：５５．２１ ８．９�
１１ アルディエス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ３．３�
５８ � ミルクディッパー 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５３４－ ６１：５６．２６ １４．１�
３５ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ８１：５６．３クビ ２２．４	
５９ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平
フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ５０４＋１４１：５６．７２� ３８．９�
８１４ ハワイアンソルト 牡３芦 ５６ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：５７．０２ ９．７�
４７ グランラファル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４９４＋ ６１：５７．１� １２６．１
４６ � コスモアンノーン 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Westwind

Farms B４８４± ０１：５７．４１� ８７．０�
２３ 	 キングクリチャン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７６± ０ 〃 クビ ３０．０�
６１１ イースターパレード 牡３栗 ５６ 荻野 琢真�G１レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム ５０６＋１０１：５７．５クビ ２８．６�
８１５ ドラゴンツヨシ 牡３黒鹿５６ 高倉 稜窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：５７．８２ ６１．１�
７１２ サ リ エ ン テ 
３栗 ５６ 伊藤 工真モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 B４５４＋ ５１：５８．１１� １７３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８５８，３００円 複勝： ３１，３９０，１００円 枠連： １５，０２９，８００円

馬連： ５１，７０７，３００円 馬単： ３４，９３６，８００円 ワイド： ２３，０４７，８００円

３連複： ６９，４７５，２００円 ３連単： １２９，７６１，６００円 計： ３７８，２０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ５１０円 枠 連（２－３） ８２０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ３，４８０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １１，２２０円 ３ 連 単 ��� ６５，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２８５８３ 的中 � １６７５８（５番人気）
複勝票数 計 ３１３９０１ 的中 � ３４７２６（３番人気）� ８０２３４（１番人気）� １１９８４（８番人気）
枠連票数 計 １５０２９８ 的中 （２－３） １３５６５（２番人気）
馬連票数 計 ５１７０７３ 的中 �� ２９７４５（２番人気）
馬単票数 計 ３４９３６８ 的中 �� ７２３２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３０４７８ 的中 �� １０９８６（２番人気）�� １５４５（３８番人気）�� ４１８０（１４番人気）
３連複票数 計 ６９４７５２ 的中 ��� ４５７２（３２番人気）
３連単票数 計１２９７６１６ 的中 ��� １４７１（１９４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．６―１３．２―１２．２―１２．６―１３．２―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．９―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．９―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドロジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１２．１．９ 中山４着

２００９．３．２０生 牡３栗 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット ７戦２勝 賞金 １７，９３４，０００円
※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 クレバーバラード号



１３０２３ ５月６日 曇 稍重 （２４新潟１）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第３４回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （芝・左・外）
４歳以上，２３．５．７以降２４．４．２９まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

新潟県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

１１ ヒットザターゲット 牡４栗 ５６ 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ２１：５９．０ １０．１�

３５ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４－ ６１：５９．３２ ３２．７�
２４ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ８ 〃 ハナ １３．７�
５９ ダノンバラード 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４８４＋ ６１：５９．４クビ ４．７�
３６ トップゾーン 牡６鹿 ５５ 大野 拓弥�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７０－１０ 〃 アタマ ７７．８�
２３ ダノンスパシーバ 牡５鹿 ５５ 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０６± ０ 〃 ハナ １１．１	
７１３ ナリタクリスタル 牡６黒鹿５８ 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ １３．３

１２ マイネルスターリー 牡７鹿 ５７ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４９２＋ ２１：５９．５クビ １０２．５�
６１２ スマートギア 牡７栗 ５７ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ４．９�
５１０ マッハヴェロシティ 牡６青 ５４ 木幡 初広井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２４－ ４１：５９．６クビ ２７．０
４７ トーセンラー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：５９．７� ５．７�
６１１ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １１．０�
７１４ アグネスワルツ 牝５栗 ５４ 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４８８－ ８ 〃 クビ ８．４�
８１６ ネヴァブション 牡９黒鹿５７．５ 高倉 稜廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０＋ ６２：００．３３� ５０．０�
８１５ リッツィースター �５鹿 ５３ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４７６－１４２：０２．０大差 １０８．６�

（１５頭）
４８ セイクリッドバレー 牡６栗 ５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７４，９３３，３００円 複勝： １１８，５６８，６００円 枠連： ６２，６０８，４００円

馬連： ３６４，９５１，６００円 馬単： １７６，５１３，８００円 ワイド： １１１，０５０，５００円

３連複： ４９４，１７４，７００円 ３連単： ８５６，５１４，９００円 計： ２，２５９，３１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３５０円 � ８６０円 � ４００円 枠 連（１－３） ６，７９０円

馬 連 �� １２，３４０円 馬 単 �� ２０，２５０円

ワ イ ド �� ３，１８０円 �� １，９９０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ４３，４５０円 ３ 連 単 ��� ３０６，７００円

票 数

単勝票数 計 ７４９３３３ 的中 � ５９００４（５番人気）
複勝票数 計１１８５６８６ 的中 � ９７２６８（４番人気）� ３３４２１（１１番人気）� ８０１１９（７番人気）
枠連票数 計 ６２６０８４ 的中 （１－３） ６８０５（２７番人気）
馬連票数 計３６４９５１６ 的中 �� ２１８４２（４３番人気）
馬単票数 計１７６５１３８ 的中 �� ６４３５（８１番人気）
ワイド票数 計１１１０５０５ 的中 �� ８５６２（４３番人気）�� １３８６５（３１番人気）�� ８５２９（４４番人気）
３連複票数 計４９４１７４７ 的中 ��� ８３９５（１３５番人気）
３連単票数 計８５６５１４９ 的中 ��� ２０６１（８５２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．５―１１．５―１２．２―１２．２―１１．９―１１．７―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．３―４６．８―５９．０―１：１１．２―１：２３．１―１：３４．８―１：４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．２２ 小倉４着

２００８．３．６生 牡４栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １８戦６勝 賞金 １２９，６７４，０００円
〔出走取消〕 セイクリッドバレー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） １頭 モンテエン号
（非抽選馬） ５頭 オールアズワン号・スピリタス号・セイカアレグロ号・チョウカイファイト号・ヒカルカザブエ号

１３０２４ ５月６日 曇 稍重 （２４新潟１）第２日 第１２競走 ��
��１，０００�

ひ り ゅ う

飛 竜 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

６１１ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５７ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B４８２－ ４ ５６．９ １２．９�

６１２� クラウンハッピー 牝４芦 ５５ 西田雄一郎矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 ４２８－ ４ ５７．２２ ７４．２�
１２ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７０＋ ２ ５７．３クビ ５．５�
８１５ ヨ ア ケ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４８４－１２ ５７．４� ２．３�
７１４ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿５５ 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ １３．０�
７１３ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成大塚亮一� 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４５０－１０ 〃 ハナ ２９．３	
４８ メリーチャン 牝４芦 ５５ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２ ５７．８２	 ５．５

５１０� グレイホーク 牡７青鹿５７ 村田 一誠桐谷 茂氏 中野 栄治 鵡川 宇南山牧場 B４９２－１４ ５７．９� ３５．０�
４７ � トキメキセイコー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９４－ ２ ５８．１１ ３３．２�
３５ ワイズアンドクール 牡４黒鹿５７ 丸山 元気青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ８ ５８．４１� ３８．３
８１６
 コスモアバンティ 牝４芦 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４２０－ ６ ５８．５	 ２９．４�
５９ � アイファーコラソン 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４６４＋２０ ５８．６	 １８．６�
２４ プリティマリ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗冨沢 敦子氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ４ ５８．７クビ １９５．７�
２３ ラブチャーミー 牝６鹿 ５５ 松田 大作増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４４４＋ ４ ５９．１２	 １９．６�
３６ キミニアエタキセキ 牝４黒鹿５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４２８－ ４ ５９．４２ ４７．９�

（１５頭）
１１ ショウナンサージュ 牝４黒鹿５５ 木幡 初広�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 B４５４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，９１７，３００円 複勝： ３９，８１１，６００円 枠連： ２４，６０４，９００円

馬連： ７４，７８１，８００円 馬単： ５３，５５７，２００円 ワイド： ２８，５１６，２００円

３連複： ９９，７５２，１００円 ３連単： ２０４，５３３，５００円 計： ５５５，４７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ４００円 � ２，１７０円 � ２４０円 枠 連（６－６） ３７，９９０円

馬 連 �� ３５，０００円 馬 単 �� ７０，０９０円

ワ イ ド �� ７，７５０円 �� １，５１０円 �� ７，７５０円

３ 連 複 ��� １０２，３９０円 ３ 連 単 ��� ７７４，０９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２９９１７３（返還計 １３５０） 的中 � １８３０１（４番人気）
複勝票数 差引計 ３９８１１６（返還計 ２６８６） 的中 � ２６５２１（４番人気）� ４０２７（１４番人気）� ５１５３５（３番人気）
枠連票数 差引計 ２４６０４９（返還計 ４４７） 的中 （６－６） ４７８（３３番人気）
馬連票数 差引計 ７４７８１８（返還計 １４２３２） 的中 �� １５７７（６８番人気）
馬単票数 差引計 ５３５５７２（返還計 ７９１４） 的中 �� ５６４（１２７番人気）
ワイド票数 差引計 ２８５１６２（返還計 ６８０５） 的中 �� ８９３（６９番人気）�� ４８０４（１４番人気）�� ８９３（６９番人気）
３連複票数 差引計 ９９７５２１（返還計 ３４８７８） 的中 ��� ７１９（１９６番人気）
３連単票数 差引計２０４５３３５（返還計 ６３６０５） 的中 ��� １９５（１２７２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．４―４４．７

上り４F４４．７－３F３４．３
勝馬の
紹 介

サンマルヘイロー �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００８．９．２１ 中山１１着

２００６．４．２６生 牡６鹿 母 ユーワマドンナ 母母 レイニーウッド ３０戦３勝 賞金 ４４，５７４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔競走除外〕 ショウナンサージュ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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。
（非抽選馬） １頭 ウルトラファイン号

３レース目



（２４新潟１）第２日 ５月６日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２０７，５５０，０００円
７，０００，０００円
１，９６０，０００円
１８，９００，０００円
６０，７４９，０００円
４，９０９，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
２５２，６６８，５００円
３８０，３４０，０００円
１９１，１１８，８００円
７４０，３２９，１００円
４５３，７６９，８００円
２８６，１３８，２００円
１，０１３，９０５，０００円
１，８１２，８３８，２００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 ５，１３１，１０７，６００円

総入場人員 １６，３６３名 （有料入場人員 １４，６３８名）


