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１３０２５ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１５ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 ４２６＋ ４１：１４．２ ４．７�

７１３ コイスルオトメ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４５８－ ８１：１４．４１� １４．４�
７１２ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４６８－ ４１：１４．５クビ ５．７�
５９ ダブルスパーク 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 ４５０－１０ 〃 アタマ １３．２�
４７ ルクドゥフードル 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 ４６０＋ ２１：１４．８２ １１９．８�
６１１ ハイアットリーフ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム ５０６± ０ 〃 ハナ ２８．９	
２３ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３４－ ２１：１４．９クビ １１．５

１１ スタープラチナ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：１５．１１ ４．８�
３５ ウインエポナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ２１：１５．２� ２７．４�

６１０ テ ィ ン ギ ー 牝３栗 ５４ 黛 弘人加藤 信之氏 松永 幹夫 新ひだか 増本牧場 ４１８＋ ６１：１５．８３� ２１．９
８１４ ヘイセイアスラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁松岡 研司氏 大和田 成 新ひだか マツケン農場 ４３８± ０ 〃 ハナ １２２．４�
４６ クリールソレイユ 牝３栗 ５４ 津村 明秀横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６６＋１４１：１６．２２� ３．６�
２２ フクノゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗福島 実氏 嶋田 功 日高 中川牧場 ４３８ ―１：１６．７３ １１９．６�
５８ キョウエイニンファ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一田中 晴夫氏 伊藤 大士 浦河 山春牧場 ４６４＋ ４１：１７．６５ １６５．７�
３４ クリムゾンラヴ 牝３鹿 ５４ 松田 大作 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４２８－１０１：１９．０９ １０５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８６０，３００円 複勝： １８，５０４，２００円 枠連： ６，９４１，５００円

馬連： ２２，８３１，３００円 馬単： １７，５８９，６００円 ワイド： １２，３３５，６００円

３連複： ３３，８６７，７００円 ３連単： ５５，０７３，７００円 計： １７７，００３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（７－８） ９３０円

馬 連 �� ３，９６０円 馬 単 �� ７，７７０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� ５３０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，０２０円 ３ 連 単 ��� ３２，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９８６０３ 的中 � １６５８５（２番人気）
複勝票数 計 １８５０４２ 的中 � ２８２７６（４番人気）� ９７０１（７番人気）� ２９６８８（３番人気）
枠連票数 計 ６９４１５ 的中 （７－８） ５５２５（４番人気）
馬連票数 計 ２２８３１３ 的中 �� ４２６３（１８番人気）
馬単票数 計 １７５８９６ 的中 �� １６７１（３１番人気）
ワイド票数 計 １２３３５６ 的中 �� ２１５７（１８番人気）�� ６０５２（４番人気）�� ２９６７（１２番人気）
３連複票数 計 ３３８６７７ 的中 ��� ４１５２（２１番人気）
３連単票数 計 ５５０７３７ 的中 ��� １２４９（１１２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．５―１３．１―１３．１―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３４．１―４７．２―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F４０．１
３ １，６，１０（３，１５）（４，１３，１１）７，９，５，１２，１４－８＝２ ４ １，６（３，１０，１５）（７，４，１３，１１）９，５，１２，１４，８＝２

勝馬の
紹 介

ドリーミングラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．９．３ 新潟５着

２００９．４．１９生 牝３黒鹿 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ １０戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリムゾンラヴ号は，平成２４年７月１２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 レガシーゴールド号

１３０２６ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３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

５８ エルダリオン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５８２ ―１：５６．９ １３．５�

６１０ マコトアンバサダー 牡３鹿 ５６ 川島 信二尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４９０－ ６１：５７．３２� １１．８�
３４ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３０＋１０１：５７．６２ １０．１�
７１２ マンハッタンコード 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：５７．７� ２．３�
６１１ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 松山 弘平�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７８＋ ３ 〃 アタマ ２７．６�
４６ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６２± ０１：５８．０１� １１．３	
１１ リリーアタッカー 牡３栗 ５６ 松田 大作土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４６４＋ ２１：５８．８５ ５．８

２２ トウカイライト 牡３栗 ５６ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４４０－ １１：５８．９クビ １４９．７�
３５ テイエムオオテモン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 市川牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ５１．５�
４７ ベ ア ー タ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中
田牧場 ４８８± ０１：５９．０� ７６．０

７１３ メイショウジプシー 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 B４３６－ ４２：００．０６ ７４．７�

２３ ラブシャーク 牝３鹿 ５４
５１ ▲原田 和真増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２６± ０２：００．６３� １７１．０�

８１５ メイショウバロン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好�氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 B４７６＋ ４ 〃 ハナ ６．３�
５９ スターマックス 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎池住 安信氏 保田 一隆 浦河 高野牧場 ４７４－ ２２：００．８１� １３８．０�
８１４ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９０± ０２：００．９� ２７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，１８０，１００円 複勝： １０，１３１，６００円 枠連： ４，４３１，４００円

馬連： １３，７４８，６００円 馬単： ９，２６９，４００円 ワイド： ６，４２０，７００円

３連複： ２０，４６１，０００円 ３連単： ３３，２１１，０００円 計： １０４，８５３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ５００円 � ５３０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ６，８８０円

馬 連 �� １１，４３０円 馬 単 �� ２１，２５０円

ワ イ ド �� ３，５２０円 �� ２，５８０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ５０，８５０円 ３ 連 単 ��� ２６９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ７１８０１ 的中 � ４２１２（７番人気）
複勝票数 計 １０１３１６ 的中 � ５２２８（６番人気）� ４８７４（７番人気）� ９２２２（５番人気）
枠連票数 計 ４４３１４ 的中 （５－６） ４７６（２３番人気）
馬連票数 計 １３７４８６ 的中 �� ８８８（３２番人気）
馬単票数 計 ９２６９４ 的中 �� ３２２（６２番人気）
ワイド票数 計 ６４２０７ 的中 �� ４４６（３６番人気）�� ６１３（２９番人気）�� ７１４（２５番人気）
３連複票数 計 ２０４６１０ 的中 ��� ２９７（１１４番人気）
３連単票数 計 ３３２１１０ 的中 ��� ９１（５８９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．３―１３．０―１３．０―１２．９―１３．７―１３．７―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．５―１：０２．５―１：１５．４―１：２９．１―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．４―３F４１．５
１
３
１（８，１５）－（１１，１４）１０，７，９，１２，３，６－２（４，１３）５・（１，８）－（１１，１５）１０，１２（１４，５）（６，４）－（７，９，１３）－（３，２）

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

勝馬の
紹 介

エルダリオン �
�
父 Aragorn �

�
母父 Caerleon 初出走

２００９．３．２７生 牡３鹿 母 スノーフレークⅡ 母母 Ivyanna １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第１回 新潟競馬 第３日



１３０２７ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３日 第３競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

２４ ロ ノ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４６２ ―１：３５．０ ８．３�

３６ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７２－ ６１：３５．１� ２．１�
６１２ ゴールウェイ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４５２－ ２１：３５．５２� １２．４�
７１３ ショウナンハッブル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２２．５�
３５ ジェノアチャリス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４９６－ ６１：３５．７１� ７．５�
６１１ シングンタイガー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６８± ０１：３５．８クビ ７．１	
４７ エスキナンサス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ６．７

８１５ ホクセーメジャー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真 �北星村田牧場 牧田 和弥 新冠 北星村田牧場 ５０８＋１０１：３５．９� ６４．０�
１２ サンマルダーム 牝３栗 ５４ 丹内 祐次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４２２－ ８１：３６．２２ ２２９．８�
５９ オープンスカイ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ６１：３６．８３� ８２．５
７１４ ジョイフルワールド 牡３栗 ５６ 川島 信二前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 B４３０－ ４１：３７．１２ １３２．２�
１１ ハギノグラシアス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８± ０ 〃 クビ ２８．３�
８１６ サウレクィーン 牝３栗 ５４ 黛 弘人玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４５０± ０１：３７．４１� １６９．１�
２３ マンボブリーズ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平藤澤眞佐子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６４ ―１：３７．６１ ２０３．４�
４８ カ ー ラ イ ル 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 牧 光二 新ひだか 出羽牧場 ４２８－ ６ 〃 クビ ５０．５�
５１０ ライブリフォルス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎加藤 哲郎氏 根本 康広 厚真 大川牧場 ４９０＋ ４１：３９．３大差 ３７６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４５８，１００円 複勝： ２０，９７４，８００円 枠連： ７，５０３，７００円

馬連： ２０，６５０，２００円 馬単： １４，７２０，７００円 ワイド： １０，４９１，５００円

３連複： ３０，１３３，６００円 ３連単： ４７，９１８，８００円 計： １６３，８５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（２－３） ６７０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，５８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� １８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １１４５８１ 的中 � １０９０４（５番人気）
複勝票数 計 ２０９７４８ 的中 � １５０２９（５番人気）� ７８０４３（１番人気）� １３６９４（６番人気）
枠連票数 計 ７５０３７ 的中 （２－３） ８３０３（４番人気）
馬連票数 計 ２０６５０２ 的中 �� １６１７５（４番人気）
馬単票数 計 １４７２０７ 的中 �� ４８２５（９番人気）
ワイド票数 計 １０４９１５ 的中 �� ５９７９（４番人気）�� １５１２（１９番人気）�� ５１３８（５番人気）
３連複票数 計 ３０１３３６ 的中 ��� ６４６０（１２番人気）
３連単票数 計 ４７９１８８ 的中 ��� １８９４（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．７―４７．８―５９．６―１：１１．３―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

２００９．３．１生 牡３黒鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライブリフォルス号は，平成２４年７月１２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 ライトガイ号

１３０２８ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５９ キ ー メ ー ル 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４８８＋ ８１：１４．０ ６．７�

２２ マスターミニスター 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４３４ ―１：１４．２１� １０８．４�
２３ ボ ナ ン ザ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６０－ ２１：１４．６２� ３．８�
５８ サンライズガイア 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ ３４．８�
６１０ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８６－ ２１：１４．７� ６．１�
４７ プレシャスストーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２６＋ ８１：１５．０１� ９３．０�
１１ トキノワイルド 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ ９．２�
３５ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 中舘 英二宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５６± ０１：１５．１� ３．６	
７１２ ディアボンボン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 ４６２＋１６１：１５．２� ４１．８

７１３ ホ ー ホ タ ル 牡３青鹿５６ 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 山田 昇史 ４９２－ ６１：１５．５２ １９．５�
４６ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ９．９�
８１５ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４３６ ―１：１５．６クビ １００．１
３４ リバーリンカーン 牝３栗 ５４ 上村 洋行河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４１０＋ ２１：１６．０２� ７８．０�
８１４ メジロガラメキ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜�野 哲氏 小崎 憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２２－１４１：１６．９５ ２２．６�
６１１ コモディティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４２０－ ２１：１７．５３� ２７７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，６５６，８００円 複勝： １７，１０８，４００円 枠連： ６，３９４，１００円

馬連： １９，６９９，２００円 馬単： １４，７２２，３００円 ワイド： １０，９２７，０００円

３連複： ３０，２００，８００円 ３連単： ４７，８７１，２００円 計： １５７，５７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ２，４５０円 � ２００円 枠 連（２－５） １，８５０円

馬 連 �� ４９，２９０円 馬 単 �� ７９，９００円

ワ イ ド �� １２，４９０円 �� ６８０円 �� ７，０２０円

３ 連 複 ��� ６８，１６０円 ３ 連 単 ��� ４４７，２１０円

票 数

単勝票数 計 １０６５６８ 的中 � １２５５２（４番人気）
複勝票数 計 １７１０８４ 的中 � １９０６７（４番人気）� １４０４（１４番人気）� ２７１４５（３番人気）
枠連票数 計 ６３９４１ 的中 （２－５） ２５５８（８番人気）
馬連票数 計 １９６９９２ 的中 �� ２９５（６７番人気）
馬単票数 計 １４７２２３ 的中 �� １３６（１２５番人気）
ワイド票数 計 １０９２７０ 的中 �� ２０７（６９番人気）�� ４２５６（５番人気）�� ３７０（５２番人気）
３連複票数 計 ３０２００８ 的中 ��� ３２７（１３４番人気）
３連単票数 計 ４７８７１２ 的中 ��� ７９（７９５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．８―１２．９―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．６―４７．５―１：００．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３９．４
３ １３，１５（１，５）（３，１０）１４（１２，６，９，１１）－８（４，７）２ ４ １３，１５（１，５）（３，１０）（１２，９，１１，１４）６，８（７，２）４

勝馬の
紹 介

キ ー メ ー ル �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１１．６ 京都９着

２００９．４．４生 牡３鹿 母 キーラッキー 母母 ロングバージン ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非当選馬） ２頭 コスモゴウテン号・シルクパッキャオ号
（非抽選馬） ２頭 トートモデルニスモ号・パーデュラブル号



１３０２９ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時４５分 （芝・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

２：００．２
１：５６．１

良

良

１１ マイネルイグアス 牡３青鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４５８± ０２：０２．９ ３．５�

７１２ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４６８－ ６２：０３．０� ６．４�
６１０ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 伊藤 工真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 ４４４－ ６２：０３．３１� ２．９�
５８ ジャングルスピード 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗吉田 和美氏 菊沢 隆徳 日高 千葉飯田牧場 ４８６ ― 〃 アタマ １３．３�
３４ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１２＋ ２２：０３．４クビ １１．１�
４５ ヤマニンノワゼット �３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ １００．０	
８１４ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４８２＋１２２：０３．５� ７．７

３３ フロムクローバーズ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４７６＋ ８２：０３．６� ３８．７�
８１３ クライマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４４４± ０２：０３．７クビ １５．７�
７１１ リアルブラック �３青鹿 ５６

５３ ▲原田 和真大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 B４６８－ ８２：０４．０２ １３７．７
６９ オリエンタルボーイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁齋藤 實氏 中野 栄治 新冠 田上 光征 ４４２－１０ 〃 ハナ １８５．７�
５７ シャムローグ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ３９４－ ６２：０４．７４ ２０．６�
２２ シルクミレニア 牝３栃栗５４ 池崎 祐介有限会社シルク高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４２６－１０２：０５．９７ ２２３．４�
４６ トップアトラス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一�宮内牧場 岩元 市三 日高 日西牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ １９８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，７３５，０００円 複勝： １６，８６４，７００円 枠連： ８，０３５，２００円

馬連： ２０，４９１，３００円 馬単： １５，９０３，６００円 ワイド： １０，８０８，８００円

３連複： ３０，９９１，４００円 ３連単： ５０，１３２，２００円 計： １６４，９６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－７） １，３００円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １１７３５０ 的中 � ２６８８１（２番人気）
複勝票数 計 １６８６４７ 的中 � ３６５４８（１番人気）� ２５０２０（３番人気）� ３３３３０（２番人気）
枠連票数 計 ８０３５２ 的中 （１－７） ４５８８（６番人気）
馬連票数 計 ２０４９１３ 的中 �� １１９９４（３番人気）
馬単票数 計 １５９０３６ 的中 �� ５６１２（４番人気）
ワイド票数 計 １０８０８８ 的中 �� ７４３９（２番人気）�� １６２０９（１番人気）�� ４４７５（７番人気）
３連複票数 計 ３０９９１４ 的中 ��� ２２２０９（１番人気）
３連単票数 計 ５０１３２２ 的中 ��� ４９７０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．９―４８．６―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．１―１：３８．６―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
５，３，１１（４，１２）（７，１０）９，１３（２，１）１４，８－６
５，３，１１（４，１２）１０（７，１３，１）８，１４－９，６，２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルイグアス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．１ 阪神８着

２００９．３．２２生 牡３青鹿 母 スプラッシュクイン 母母 ダイナマーメイド ９戦１勝 賞金 ９，５００，０００円

１３０３０ ５月１２日 晴 稍重 （２４新潟１）第３日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

８１６ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B４３６－ ６ ５６．７ １３．８�

７１４ ヴ ァ ッ プ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B４５０＋ ４ ５６．９１� １１．９�
５１０ バートラムガーデン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４３６－ ４ ５７．０クビ ４．６�
３５ マイネルドラガン 牡３栗 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 B４３６－ ４ ５７．１� １３．１�
６１２ マスターキワミ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�坂東牧場 土田 稔 むかわ 上水牧場 B４４４－ ４ 〃 アタマ ２３．０�
４７ バブルジェット 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５３２－ ２ ５７．２クビ ６．３	
７１３ フジマーガレット 牝３青 ５４ 宮崎 北斗山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４３０－ ６ 〃 ハナ ２３．２

４８ ツイストリボン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�下河辺牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４２４－１２ 〃 ハナ ５．７�
１２ カルメンズサン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４８－１６ 〃 クビ ３２．０�

３６ ラッキーストーム 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４０８＋ ２ ５７．３� ８．３
８１５ ミスウィスコンシン 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 ３８８＋ ２ 〃 ハナ １２．０�
５９ キャプテンサクラ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム ４７６ ― 〃 ハナ ２９．１�
２３ ケージートチオトメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４３４± ０ ５７．４クビ １４１．４�
２４ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４８± ０ 〃 クビ １０．７�
６１１� コスモジール 牡３鹿 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪 Torryburn

Stud ４７６ ― ５７．８２� ７４．８�
１１ メガロメテオラ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人日下部勝�氏 土田 稔 浦河 高野牧場 ４１４－１６ ５８．５４ １６３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７６５，１００円 複勝： １８，３８３，０００円 枠連： １０，８３５，２００円

馬連： ２５，７６６，６００円 馬単： １７，３２１，９００円 ワイド： １３，８７３，０００円

３連複： ４３，７９６，５００円 ３連単： ６８，５３２，１００円 計： ２１０，２７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３３０円 � ４３０円 � １８０円 枠 連（７－８） １，８４０円

馬 連 �� ６，８８０円 馬 単 �� １４，４７０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� １，２８０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� １２，４８０円 ３ 連 単 ��� ９４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １１７６５１ 的中 � ６７４８（９番人気）
複勝票数 計 １８３８３０ 的中 � １３４２８（７番人気）� ９８８０（９番人気）� ３３９１４（１番人気）
枠連票数 計 １０８３５２ 的中 （７－８） ４３６６（９番人気）
馬連票数 計 ２５７６６６ 的中 �� ２７６６（３４番人気）
馬単票数 計 １７３２１９ 的中 �� ８８４（７２番人気）
ワイド票数 計 １３８７３０ 的中 �� １９６４（２３番人気）�� ２６８４（１３番人気）�� ２８７９（１２番人気）
３連複票数 計 ４３７９６５ 的中 ��� ２５９１（４０番人気）
３連単票数 計 ６８５３２１ 的中 ��� ５３４（３１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．６―１１．２―１２．３

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

上り４F４４．５－３F３４．１
勝馬の
紹 介

デルマビシャモン �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．６．１９ 函館７着

２００９．３．６生 牡３鹿 母 ワ イ メ ア 母母 シアトルデライター １０戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ノムラクインワルツ号・ムーンリットスカイ号
（非抽選馬） １頭 カンタベリーママ号



１３０３１ ５月１２日 曇 稍重 （２４新潟１）第３日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時０５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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１３ クリスリリー 牝７栗 ５５
５４ ☆高倉 稜加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５０＋ ４１：１３．０ １８．６�

３５ ナイキトリック 牝４鹿 ５５ 木幡 初広小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ８１：１３．１� １３．１�

５９ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８＋ ８１：１３．３１� ２．０�

８１５ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２４＋ ２１：１３．４� ５．９�
３４ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８６＋ ２１：１３．７２ ５９．９�
６１０� バージンバラード 牝５栗 ５５ 柴山 雄一中島 稔氏 日吉 正和 浦河 馬道 繁樹 ４５０－１０１：１３．９１� ７９．７�
６１１� ツ ヨ イ コ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４５０＋ ６１：１４．０� １１８．２�
１１ � コーリンハッピー 牝４芦 ５５

５２ ▲菅原 隆一伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ４６４± ０１：１４．１クビ ２６．５	
４７ エナジーハート 牝５鹿 ５５ 津村 明秀
グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２＋１４１：１４．２� １４．９�
７１２ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ４０．５�
２２ スマートレモラ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ６１：１４．３� ２５．１
８１４ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４７６－ ８ 〃 クビ ５．７�
５８ カノヤキャプテン 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５８± ０１：１４．４クビ ６９．０�
４６ � パ ヤ ド ー ル 牝４栗 ５５ 松山 弘平 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：１４．５� １９．３�
２３ � エリザベートアスク 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７６± ０１：１４．８１� ７２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，７６１，２００円 複勝： １６，２０６，０００円 枠連： ８，７１４，８００円

馬連： ２０，２２９，０００円 馬単： １５，０９４，８００円 ワイド： １０，８８４，１００円

３連複： ３１，３９８，２００円 ３連単： ５１，４４４，７００円 計： １６４，７３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ２７０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（３－７） ４，９６０円

馬 連 �� １１，４００円 馬 単 �� ２４，８７０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� ７３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� ８０，１００円

票 数

単勝票数 計 １０７６１２ 的中 � ４５８１（６番人気）
複勝票数 計 １６２０６０ 的中 � １３１８０（５番人気）� １４６００（４番人気）� ４０３４７（１番人気）
枠連票数 計 ８７１４８ 的中 （３－７） １２９７（１５番人気）
馬連票数 計 ２０２２９０ 的中 �� １３１０（３０番人気）
馬単票数 計 １５０９４８ 的中 �� ４４８（６１番人気）
ワイド票数 計 １０８８４１ 的中 �� １０１２（２９番人気）�� ３６９４（５番人気）�� ６００５（４番人気）
３連複票数 計 ３１３９８２ 的中 ��� ３３５４（２０番人気）
３連単票数 計 ５１４４４７ 的中 ��� ４７４（２２０番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．９―１１．９―１２．９―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．６―３４．５―４７．４―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスリリー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００８．４．１９ 福島７着

２００５．６．８生 牝７栗 母 パラダイスリリー 母母 ユ リ フ ジ ３４戦１勝 賞金 １９，６２０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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 チリトテシャン号

１３０３２ ５月１２日 曇 稍重 （２４新潟１）第３日 第８競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

７１３� グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６４± ０１：５４．５ ５．９�

６１０� ナリタボルト 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９０± ０１：５４．９２� ２．４�
８１４ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：５５．５３� １０．８�
４７ コスモヴェント 牡４栗 ５７ 大野 拓弥鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４９０± ０１：５６．１３� １２．７�
５９ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５２０＋ ６１：５６．４１� １５．４�
６１１� ネオジェイズレーヌ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５００＋ ２ 〃 クビ １７．４�

２３ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 川島 信二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０１：５６．７２ ６．８	
３４ � シセイギンガ 牡６青 ５７ 松田 大作猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４４４－ ２１：５６．８クビ ９．９

７１２ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５２－ ２１：５６．９� ３７．０�
２２ パーフェクトバイオ 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４７０± ０１：５７．０クビ ２７．６�
８１５� ミスチフキッツ 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真 荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４０－ ６１：５７．４２� ２６０．２�
３５ トップオブプレイズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８４－ ２１：５７．５� ９１．９�
５８ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５

５２ ▲菅原 隆一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３６＋ ６ 〃 ハナ ５７．４�
４６ ディフィーター �６青鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４８０± ０１：５７．６� １２２．７�
１１ キングシャーロット 牡５鹿 ５７ 松山 弘平馬場 幸夫氏 栗田 徹 新ひだか 上村 清志 B４７８－ ４１：５７．７� ３７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，７１９，８００円 複勝： ２１，７２３，９００円 枠連： ９，３６２，８００円

馬連： ２５，２９８，２００円 馬単： １７，８７８，７００円 ワイド： １３，１８４，４００円

３連複： ３５，９７２，６００円 ３連単： ６１，８７４，３００円 計： １９７，０１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（６－７） ５７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ７９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ８，８４０円

票 数

単勝票数 計 １１７１９８ 的中 � １５６６１（２番人気）
複勝票数 計 ２１７２３９ 的中 � ２２８４６（３番人気）� ６６０４７（１番人気）� １６９４８（５番人気）
枠連票数 計 ９３６２８ 的中 （６－７） １２２０２（２番人気）
馬連票数 計 ２５２９８２ 的中 �� ２９５２２（１番人気）
馬単票数 計 １７８７８７ 的中 �� ７０２１（４番人気）
ワイド票数 計 １３１８４４ 的中 �� １０６６６（１番人気）�� ３７５１（９番人気）�� ８２８４（３番人気）
３連複票数 計 ３５９７２６ 的中 ��� １５８６４（２番人気）
３連単票数 計 ６１８７４３ 的中 ��� ５１６８（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．５―５１．４―１：０３．９―１：１６．６―１：２９．７―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３

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

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

�グレイレジェンド �
�
父 トワイニング �

�
母父 コマンダーインチーフ

２００８．４．１７生 牡４芦 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト ７戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
初出走 JRA



１３０３３ ５月１２日 曇 良 （２４新潟１）第３日 第９競走 ２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

５７ ジョンブルクリス 牡４栗 ５７ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７４＋ ２２：２７．６ ８．２�

１１ エリモアクアポリス 牝６鹿 ５５ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント B４７６＋ ２２：２７．７� ５．７�
８１４ アクアブルーフライ 牡５栗 ５７ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０４＋ ２２：２７．８� １１．５�
６１０ アテンボーイ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４９４＋ ８ 〃 クビ ３２．９�
４５ コウユータイセイ 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８０＋ ８２：２８．０１� １１．５�
７１１ インナージョイ 牡４鹿 ５７ 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４９６＋１６２：２８．３１� ９．７	
６９ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４５８－ ４２：２８．４� １９．０

２２ アラマサコマンダー 牝４鹿 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 ４２６＋ ２２：２８．５� ６．６�
３４ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 津村 明秀�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４６＋ ４２：２８．７１� ３．２�
５８ � ア ゲ マ リ 牡４栗 ５７ 松山 弘平橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 惣田 英幸 ５００± ０２：２９．２３ １８．７
８１３ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B４７８－ ２２：２９．４１� １７．５�
３３ ア セ ン ト �４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４２：２９．５� ９９．９�
４６ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 B４５２＋ ４２：２９．６� １８３．４�
７１２� ド ラ ゴ ン 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真中村 浩章氏 土田 稔 平取 原田 新治 ４４６－１２２：３０．０２� ８２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１４７，９００円 複勝： ２１，２４３，８００円 枠連： ９，３３６，２００円

馬連： ３１，１３１，４００円 馬単： ２２，０８６，２００円 ワイド： １４，７４８，６００円

３連複： ４４，０６１，６００円 ３連単： ７９，２８１，２００円 計： ２３５，０３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（１－５） １，５８０円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，４１０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ８，３５０円 ３ 連 単 ��� ４７，４２０円

票 数

単勝票数 計 １３１４７９ 的中 � １２６８８（４番人気）
複勝票数 計 ２１２４３８ 的中 � ２４１３８（４番人気）� ２７４３３（２番人気）� １７０９６（６番人気）
枠連票数 計 ９３３６２ 的中 （１－５） ４３６６（７番人気）
馬連票数 計 ３１１３１４ 的中 �� １２１４１（６番人気）
馬単票数 計 ２２０８６２ 的中 �� ３９４８（１３番人気）
ワイド票数 計 １４７４８６ 的中 �� ５５１３（５番人気）�� ２５２６（１５番人気）�� ２６０３（１４番人気）
３連複票数 計 ４４０６１６ 的中 ��� ３８９７（２７番人気）
３連単票数 計 ７９２８１２ 的中 ��� １２３４（１３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１２．０―１２．６―１３．３―１３．１―１２．６―１１．９―１２．０―１１．５―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２４．５―３６．５―４９．１―１：０２．４―１：１５．５―１：２８．１―１：４０．０―１：５２．０―２：０３．５―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョンブルクリス �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１０．８．１ 新潟９着

２００８．４．２生 牡４栗 母 クリスティナリッチ 母母 レインボービューティー ２５戦２勝 賞金 ２７，８８０，０００円
〔制裁〕 ドラゴン号の騎手伊藤工真は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３番・４番への進路影響）

１３０３４ ５月１２日 曇 良 （２４新潟１）第３日 第１０競走 ��１，８００�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走１４時５０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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７８ エーブフウジン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B４７６＋ ４１：４８．０ ３．９�

６６ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 川島 信二藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９６＋ ２１：４８．１� ３．１�
４４ リルバイリル �４鹿 ５７ 松山 弘平小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７６－ ２１：４８．２� ６．９�
８１１ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム B４８６－ ８ 〃 クビ ２３．８�
５５ コスモマスタング 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６１：４８．３クビ １０．７	
３３ ノヴァグロリア 牡４鹿 ５７ 高倉 稜 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ １３．９

８１０� ヴァーチュスター 牝４鹿 ５５ 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa ４５６－ ２１：４８．４� ５２．５�
１１ シーキングフェイム 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４７２＋ ４１：４８．７１� ５．６�
６７ マイネルアウストロ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ５０２＋ ８１：４８．８� ４０．３
７９ メイショウヨウドウ 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－ ４１：４８．９� １４．１�
２２ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７０－ ２１：４９．０� ３０．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，５４４，９００円 複勝： ２４，１４９，０００円 枠連： １０，００３，６００円

馬連： ３５，９１９，５００円 馬単： ２４，６７６，９００円 ワイド： １５，５６６，２００円

３連複： ４６，２６４，９００円 ３連単： ９２，４６８，４００円 計： ２６３，５９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ６，７１０円

票 数

単勝票数 計 １４５４４９ 的中 � ３０１３３（２番人気）
複勝票数 計 ２４１４９０ 的中 � ６１４３６（１番人気）� ４００２３（２番人気）� ３０９９７（４番人気）
枠連票数 計 １０００３６ 的中 （６－７） １１５５９（１番人気）
馬連票数 計 ３５９１９５ 的中 �� ３４７５２（１番人気）
馬単票数 計 ２４６７６９ 的中 �� １０８４８（３番人気）
ワイド票数 計 １５５６６２ 的中 �� １３０６６（１番人気）�� ９７０６（３番人気）�� ７００９（５番人気）
３連複票数 計 ４６２６４９ 的中 ��� ２３５３３（３番人気）
３連単票数 計 ９２４６８４ 的中 ��� １０１８１（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．７―１２．９―１２．６―１１．４―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．５―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．４―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
３ ・（１０，１１）（４，９）８，５（１，６）（７，３）２ ４ ・（１０，１１）（４，９）（１，５，８）６（２，７，３）

勝馬の
紹 介

エーブフウジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．５ 中山７着

２００８．３．１５生 牡４栗 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ １４戦２勝 賞金 ２７，３５９，０００円



１３０３５ ５月１２日 曇 稍重 （２４新潟１）第３日 第１１競走 ��１，２００�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１４ スズカロジック 牡４栗 ５７ 中舘 英二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４９８＋２２１：１２．４ １６．１�

７１３ マ ル コ フ ジ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６８＋ ２１：１２．５クビ １９．１�
４６ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４６２－１０１：１２．６� ９．６�
５９ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７０± ０１：１２．８１� １３．５�
２３ イ チ オ カ 牡７黒鹿５７ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２４－ ４ 〃 クビ １０．９�
７１２ フェブスカイ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４８－１０１：１３．０１� １７７．１�
６１０ カツノセカンド 牡５鹿 ５７ 的場 勇人勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７６－ ２１：１３．１クビ １９９．９	
２２ � コスモパイレット 牡６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 B５２４－ ４１：１３．４２ １５．４�
５８ � ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 川島 信二
木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２８－ ２１：１３．５� ２６．５�
６１１� ゼットサンサン 牡６栗 ５７ 上村 洋行
フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian

L. Varney ５４０＋ ４１：１３．７１ ３１．０
３５ スイートエスケープ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：１３．８� ８．４�
４７ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８１：１３．９クビ ４０．０�
３４ トーホウブエナス 牝５栗 ５５ 伊藤 工真東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６２± ０１：１４．０� ８．１�
１１ ワンダーキラメキ 牡６栗 ５７ 松田 大作山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８６＋ ２１：１４．２１	 ２．２�
８１５� バルデッツァ 牡５黒鹿５７ 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill

McDowell ５０８－１０１：１６．１大差 ８４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３２，９００円 複勝： ３３，９２６，５００円 枠連： ２８，１７４，４００円

馬連： ８８，３２１，１００円 馬単： ５４，１３８，１００円 ワイド： ３１，９６６，６００円

３連複： １２２，３４９，７００円 ３連単： ２２２，１３６，６００円 計： ６０４，６４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ７３０円 � ６００円 � ３２０円 枠 連（７－８） ５，１８０円

馬 連 �� １０，５９０円 馬 単 �� ２２，８６０円

ワ イ ド �� ２，７００円 �� ２，５２０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ３９，３７０円 ３ 連 単 ��� ２４９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３２９ 的中 � １１６３９（８番人気）
複勝票数 計 ３３９２６５ 的中 � １１４９１（１０番人気）� １４２７５（９番人気）� ３１３８９（４番人気）
枠連票数 計 ２８１７４４ 的中 （７－８） ４０１５（１７番人気）
馬連票数 計 ８８３２１１ 的中 �� ６１５７（３５番人気）
馬単票数 計 ５４１３８１ 的中 �� １７４８（７３番人気）
ワイド票数 計 ３１９６６６ 的中 �� ２９１２（３６番人気）�� ３１２９（３４番人気）�� ３３４１（３２番人気）
３連複票数 計１２２３４９７ 的中 ��� ２２９４（１０８番人気）
３連単票数 計２２２１３６６ 的中 ��� ６５７（６６０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．２―１２．６―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．６―４６．２―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．８
３ ７（８，１５）（１，４，１４）６，１０，２，９－（５，１１）（３，１３，１２） ４ ７，８，１５（４，６，１４）１，１０（２，９）３（５，１２）１３，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカロジック �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．１７ 京都７着

２００８．３．２８生 牡４栗 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil ９戦３勝 賞金 ３０，４７１，０００円
※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） ２頭 ケージーヨシツネ号・コロナ号
（非抽選馬） ３頭 アーリーデイズ号・ミッキーデジタル号・ユメノキズナ号

１３０３６ ５月１２日 曇 良 （２４新潟１）第３日 第１２競走 ��１，２００�
ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１４ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９８＋ ２１：０８．８ ７．４�

８１５ ベ リ ア ル 牡４栗 ５７ 吉田 隼人田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：０８．９� １４．６�
３６ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：０９．０� １．９�
３５ サクラライジング 牡４鹿 ５７ 松山 弘平�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６８＋ ４１：０９．２１� ５１．３�
１２ アースツリー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ３０．３�
７１３ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５６＋ ２１：０９．３クビ １５．０	
４７ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６０＋ ６１：０９．４� １３．３

５９ フィールザファン 牝５黒鹿５５ 木幡 初広櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４５０－ ６ 〃 アタマ ３１．４�
６１２ トツゼンノハピネス 牝４栗 ５５ 川島 信二小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４４６＋１２１：０９．５クビ ２４．９�
１１ � ノンパッサーレ 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ ６９．７
５１０ クラウンフィデリオ 牡４栗 ５７ 中舘 英二矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １８．４�
２４ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８０＋ ６ 〃 クビ １２．７�
４８ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５１８－ ６１：０９．６クビ １０．５�
８１６ マンダリンレイ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４３４＋ ４１：０９．７� １４２．１�
２３ ヤマニンファンシー 牝７鹿 ５５ 原田 和真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ８１：０９．８� ２７１．７�
６１１� ユーディドイット 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４６２－１２１：１０．６５ ７８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６５２，３００円 複勝： ３６，５２５，９００円 枠連： ２１，０１９，９００円

馬連： ５５，０６９，９００円 馬単： ３７，１９２，８００円 ワイド： ２６，８３１，１００円

３連複： ７６，２３９，８００円 ３連単： １４４，１６９，３００円 計： ４２１，７０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２１０円 � ３８０円 � １３０円 枠 連（７－８） ２，６１０円

馬 連 �� ５，８９０円 馬 単 �� １０，０２０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ３４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，３２０円 ３ 連 単 ��� ４０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２４６５２３ 的中 � ２６４０５（２番人気）
複勝票数 計 ３６５２５９ 的中 � ４２３４０（２番人気）� １８００７（７番人気）� １１００４４（１番人気）
枠連票数 計 ２１０１９９ 的中 （７－８） ５９６１（１０番人気）
馬連票数 計 ５５０６９９ 的中 �� ６９０３（１９番人気）
馬単票数 計 ３７１９２８ 的中 �� ２７４２（３０番人気）
ワイド票数 計 ２６８３１１ 的中 �� ３０９５（２４番人気）�� ２２４１５（１番人気）�� ８６３５（６番人気）
３連複票数 計 ７６２３９８ 的中 ��� １３０２９（１１番人気）
３連単票数 計１４４１６９３ 的中 ��� ２６１７（１０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１１．１―１２．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４５．０―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニングルノイユ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００９．１１．１４ 福島１着

２００７．３．５生 牝５鹿 母 ヤマニンロージー 母母 ヤマニンシャープ １７戦３勝 賞金 ４３，９５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２４新潟１）第３日 ５月１２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

１５２，７１０，０００円
８，０４０，０００円
１，８００，０００円
１３，５４０，０００円
６０，１０６，５００円
４，６０２，０００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
１６１，１１４，４００円
２５５，７４１，８００円
１３０，７５２，８００円
３７９，１５６，３００円
２６０，５９５，０００円
１７８，０３７，６００円
５４５，７３７，８００円
９５４，１１３，５００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 ２，８６５，２４９，２００円

総入場人員 ８，４１４名 （有料入場人員 ７，２１２名）


