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14025 5月11日 曇 良 （25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）

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

34 レガリアシチー 牡3鹿 56 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 488＋ 21：13．4 6．0�
814 ベルモントラヴ 牝3芦 54 勝浦 正樹 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 482± 01：14．03� 21．8�
815 バシニアティヴ 牝3栗 54 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 418－101：14．1クビ 61．4�
11 デルマキタロウ 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－101：14．31� 2．2�
23 トウカイクッキー 牝3青鹿54 吉田 隼人内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 426－ 81：14．4� 60．4	
59 タオルチャン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 424－ 41：14．5クビ 14．6

712 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 444± 01：14．6� 5．7�
22 チェリーシェル 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448－ 21：15．23� 13．3�
46 エーシンソーリュー 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 428 ―1：15．3� 67．2
35 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 464＋ 41：15．4クビ 46．3�
713 タカヒロガートップ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436± 0 〃 クビ 318．4�
610 クリノハンニバル 牡3鹿 56 木幡 初広栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 440± 01：15．5� 196．8�
611 エイコオシャトル 牝3鹿 54 中舘 英二木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 508 ―1：15．7� 28．7�
47 マネタイザー 牡3栗 56 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 日優牧場 460＋ 21：15．8� 18．1�
58 ユウキチュモン 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B482＋261：15．9� 10．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 10，584，000円 複勝： 22，352，500円 枠連： 6，634，300円
馬連： 20，807，200円 馬単： 14，942，600円 ワイド： 13，031，400円
3連複： 32，989，400円 3連単： 49，586，000円 計： 170，927，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 850円 � 1，040円 枠 連（3－8） 4，410円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，480円 �� 12，080円

3 連 複 ��� 73，340円 3 連 単 ��� 247，260円

票 数

単勝票数 計 105840 的中 � 13929（3番人気）
複勝票数 計 223525 的中 � 31269（2番人気）� 6263（8番人気）� 5000（9番人気）
枠連票数 計 66343 的中 （3－8） 1111（17番人気）
馬連票数 計 208072 的中 �� 3040（19番人気）
馬単票数 計 149426 的中 �� 1257（31番人気）
ワイド票数 計 130314 的中 �� 2290（17番人気）�� 917（35番人気）�� 260（69番人気）
3連複票数 計 329894 的中 ��� 332（149番人気）
3連単票数 計 495860 的中 ��� 148（601番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―13．1―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―47．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．2
3 ・（1，2）5－9（7，14）10，4，15（3，12）－6（8，11）－13 4 ・（1，2）5－9，14，7，4（10，12）（3，15）－6，11，8－13

勝馬の
紹 介

レガリアシチー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．3．31 阪神11着

2010．2．19生 牡3鹿 母 ヤマトナデシコⅡ 母母 Lady Danzig 3戦1勝 賞金 5，750，000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 マルトクスパート号

14026 5月11日 小雨 良 （25新潟1）第3日 第2競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

814 マンノアクトレス 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 416＋ 22：02．0 18．1�

59 メイショウグレア 牝3鹿 54
52 △中井 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 412＋ 22：02．63� 6．6�

712 テワヒポウナム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 436＋ 2 〃 ハナ 14．8�
34 エリンジューム 牝3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B460－ 22：02．7� 1．7�
713 サマーキララ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 418－122：03．02 20．9	
47 ジョウノグロリア 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次小川 義勝氏 平田 修 日高 三城牧場 448＋ 82：03．2� 49．3

22 スイートワルツ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 468± 02：03．52 174．3�
611 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 B482± 02：03．71� 10．4�
610 メリオンジョー 牝3黒鹿54 中谷 雄太冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 458＋ 42：04．01� 43．3
35 ダテノソコヂカラ 牝3鹿 54 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 488± 02：04．32 25．2�
46 キ ク ヒ メ 牝3鹿 54 吉田 隼人玉井 宏和氏 吉村 圭司 新ひだか 藤原牧場 444 ―2：05．04 66．2�
58 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 津村 明秀鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 506－ 4 〃 ハナ 9．7�
23 ダンスアゲン 牝3鹿 54 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 460＋ 62：05．1� 416．5�
815 トーセンメッツ 牝3青鹿54 丸山 元気島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 22：05．2� 104．3�
11 レディーモモ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 496 ―2：05．41 226．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，943，500円 複勝： 36，774，800円 枠連： 7，093，500円
馬連： 18，058，000円 馬単： 16，293，600円 ワイド： 11，228，400円
3連複： 26，970，200円 3連単： 49，117，900円 計： 177，479，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 930円 � 300円 � 760円 枠 連（5－8） 2，860円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 13，400円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，280円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 121，240円

票 数

単勝票数 計 119435 的中 � 5203（6番人気）
複勝票数 計 367748 的中 � 9665（6番人気）� 37777（2番人気）� 12096（5番人気）
枠連票数 計 70935 的中 （5－8） 1831（9番人気）
馬連票数 計 180580 的中 �� 2951（16番人気）
馬単票数 計 162936 的中 �� 898（37番人気）
ワイド票数 計 112284 的中 �� 2099（15番人気）�� 1190（22番人気）�� 2520（11番人気）
3連複票数 計 269702 的中 ��� 1166（47番人気）
3連単票数 計 491179 的中 ��� 299（286番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．7―13．0―12．6―12．0―12．4―12．0―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―36．0―49．0―1：01．6―1：13．6―1：26．0―1：38．0―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンノアクトレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2013．2．24 小倉5着

2010．4．12生 牝3鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 4戦1勝 賞金 6，100，000円

第１回 新潟競馬 第３日



14027 5月11日 小雨 良 （25新潟1）第3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）

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

68 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56
54 △菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 478＋ 21：56．1 17．6�
22 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 516＋ 41：56．42 7．1�
55 キセキノチャンス 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：56．61� 28．1�
56 スプリングデジレ 牝3鹿 54 田中 健加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 454＋101：56．92 3．1�
79 ウインプライズ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 448－ 61：57．11� 9．5	
812 メイショウエジソン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 464－18 〃 ハナ 45．1

44 ブラックシャリオ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 480－ 41：57．31 3．4�
710 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿 56

54 △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 442± 01：57．51� 4．4�

11 カゼノサファイア 牝3青 54 西村 太一深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 456＋ 41：57．7� 38．2
67 スチブナイト 牡3鹿 56 平野 優岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 490－ 81：57．8� 92．9�
33 ツーエムスイフト 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 488－ 41：58．33 164．9�
811 ロマンデラローズ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 480－141：59．25 178．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 11，007，200円 複勝： 16，538，700円 枠連： 7，063，600円
馬連： 19，300，000円 馬単： 16，663，600円 ワイド： 10，419，600円
3連複： 27，874，400円 3連単： 53，766，200円 計： 162，633，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 480円 � 200円 � 780円 枠 連（2－6） 5，400円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 5，330円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 31，700円 3 連 単 ��� 209，950円

票 数

単勝票数 計 110072 的中 � 4930（6番人気）
複勝票数 計 165387 的中 � 8267（6番人気）� 27421（4番人気）� 4799（8番人気）
枠連票数 計 70636 的中 （2－6） 967（13番人気）
馬連票数 計 193000 的中 �� 3153（15番人気）
馬単票数 計 166636 的中 �� 1184（32番人気）
ワイド票数 計 104196 的中 �� 1949（14番人気）�� 473（37番人気）�� 881（24番人気）
3連複票数 計 278744 的中 ��� 649（68番人気）
3連単票数 計 537662 的中 ��� 189（414番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．3―13．7―13．5―12．7―13．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．6―51．3―1：04．8―1：17．5―1：30．6―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケ ッ キ セ ヨ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．1．26 京都11着

2010．3．29生 牡3鹿 母 タニノバーバラ 母母 タニノブーケ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ツーエムスイフト号の騎手原田和真は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：11番）

14028 5月11日 小雨 良 （25新潟1）第3日 第4競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走11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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

59 アルマディヴァン 牝3栗 54 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 480＋181：35．9 9．4�
713 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 432± 01：36．11� 7．2�
815 マイネルパイレーツ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 512＋161：36．2� 8．0�
23 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458－ 21：36．51� 3．1�
48 ファンタジーデイ 牝3栗 54 黛 弘人安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 466＋121：36．6� 6．6�
24 ルイーズシチー 牝3栗 54 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 446＋ 4 〃 クビ 12．5	
11 ユニフィケーション 牡3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：36．81� 8．4

714 ワイドキング 牡3鹿 56 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 468± 0 〃 クビ 7．3�
816 ウェディングリング 牝3鹿 54 丸田 恭介吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 426－ 61：37．01 62．1�
611 カネトシアクション �3黒鹿56 村田 一誠兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 436－381：37．32 143．2
36 グッドエンブレム �3鹿 56 丸山 元気杉立 恭平氏 川村 禎彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394 ―1：38．15 39．2�
510 メイショウアンズ 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 436－101：38．31� 214．3�
35 メローアップル 牝3鹿 54 田中 博康�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 430± 01：38．51� 341．6�
612 ラディネット 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生有限会社シルク黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 384＋101：38．6� 266．3�

47 ナ ナ カ マ ド 牡3黒鹿 56
53 ▲伴 啓太山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 510－ 61：39．02� 59．5�

12 クレバージョーイ 牝3鹿 54
51 ▲山崎 亮誠本間 充氏 小西 一男 浦河 田中スタッド 452± 01：40．38 174．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，575，300円 複勝： 15，924，300円 枠連： 6，897，100円
馬連： 18，135，000円 馬単： 14，152，000円 ワイド： 10，232，300円
3連複： 27，503，400円 3連単： 45，768，300円 計： 149，187，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 340円 � 240円 � 310円 枠 連（5－7） 2，010円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，150円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 計 105753 的中 � 8876（7番人気）
複勝票数 計 159243 的中 � 12032（7番人気）� 18653（3番人気）� 13522（6番人気）
枠連票数 計 68971 的中 （5－7） 2533（9番人気）
馬連票数 計 181350 的中 �� 6886（7番人気）
馬単票数 計 141520 的中 �� 2516（15番人気）
ワイド票数 計 102323 的中 �� 3151（11番人気）�� 2144（19番人気）�� 3569（8番人気）
3連複票数 計 275034 的中 ��� 4328（18番人気）
3連単票数 計 457683 的中 ��� 1070（112番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―12．6―12．2―11．6―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．5―50．1―1：02．3―1：13．9―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．6
3 13，9（5，15）8（2，16）11，3（10，14）12－4，1，6－7 4 13－9（5，15）8（2，16）11（3，14）10（1，12，4）－6－7

勝馬の
紹 介

アルマディヴァン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．15 中山3着

2010．4．12生 牝3栗 母 ゲームコンパイラ 母母 ストロークト 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバージョーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エーブガッチャマン号・スタンドオントップ号・デルマコナキジジ号



14029 5月11日 小雨 良 （25新潟1）第3日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時50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

23 コウエイターボ 牝3黒鹿54 丸山 元気伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 4 56．2 10．0�
611 ポントマイコ 牝3青鹿 54

52 △中井 裕二松本夫佐子氏 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 420－ 2 〃 ハナ 9．6�
11 バーチャルツアー 牡3栗 56 西村 太一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 486－ 2 56．73 2．2�
24 ワ ン パ ン チ 牡3芦 56

54 △嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B402－12 56．8� 13．0�
612 モンタージュ 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424＋ 4 〃 クビ 11．7�
713 グランパドゥシャ 牝3鹿 54 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 B444＋ 6 56．9� 29．6	
35 レ デ ィ ノ ボ 牝3鹿 54 大庭 和弥
LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 466－ 4 〃 クビ 16．2�
816 オレンジフレア 牝3栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 奥山 博 B394－ 2 57．0クビ 13．4�
510 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 村田 一誠原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 416－ 4 57．31� 10．6
59 フレンドリーアテナ 牝3栗 54 丸田 恭介増山 武志氏 萱野 浩二 浦河 谷口牧場 414± 0 57．51� 33．5�
714 ブルネッロディ 牝3黒鹿54 大野 拓弥佐藤 雄司氏 栗田 徹 新冠 浜口牧場 446 ― 57．81� 90．8�
48 プレシャスクラウン 牝3青鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 浦河 赤田牧場 454 ― 58．01� 46．8�
12 メ テ オ ラ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム 442－ 2 58．21� 16．8�
47 フジノカナサン 牝3栗 54 宮崎 北斗
富士開発 古賀 史生 浦河 山田牧場 484 ― 58．3� 86．5�
815 ミスマープル 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440 ― 58．62 30．5�
36 ア ッ パ ル 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太加藤 信之氏 相沢 郁 新ひだか 西川富岡牧場 414－ 8 59．23� 159．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，042，200円 複勝： 23，457，800円 枠連： 11，265，200円
馬連： 24，570，100円 馬単： 16，798，200円 ワイド： 14，316，200円
3連複： 40，574，400円 3連単： 61，022，200円 計： 206，046，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 190円 � 260円 � 120円 枠 連（2－6） 1，190円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 300円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 32，690円

票 数

単勝票数 計 140422 的中 � 11146（3番人気）
複勝票数 計 234578 的中 � 29052（2番人気）� 18132（3番人気）� 72586（1番人気）
枠連票数 計 112652 的中 （2－6） 7029（5番人気）
馬連票数 計 245701 的中 �� 3873（17番人気）
馬単票数 計 167982 的中 �� 1372（29番人気）
ワイド票数 計 143162 的中 �� 2136（18番人気）�� 13848（1番人気）�� 4725（5番人気）
3連複票数 計 405744 的中 ��� 8306（5番人気）
3連単票数 計 610222 的中 ��� 1378（67番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―11．0―10．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．6―33．6―44．2

上り4F43．9－3F33．6
勝馬の
紹 介

コウエイターボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．17 阪神7着

2010．4．3生 牝3黒鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 11戦1勝 賞金 9，550，000円
〔制裁〕 ワンパンチ号の騎手嶋田純次は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キョウエイラーク号・トレッドオンエアー号・ペドレリーア号

14030 5月11日 雨 良 （25新潟1）第3日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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

58 デンコウデア 牝4黒鹿55 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 462＋ 21：12．0 10．7�
610 マジッククレスト 牝4青鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 61：12．32 11．9�
815 ベルストーリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 508－ 61：12．4クビ 9．6�
712 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 クビ 3．7�
46 サイズミックレディ 牝5鹿 55 柴山 雄一細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 494＋ 2 〃 ハナ 9．6�
59 ミヤジガンバレ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 478－ 61：12．61 3．3	
47 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B452± 0 〃 クビ 30．8

11 マイネエレーナ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 21：12．81� 17．1�
22 タイセイクインス 牝4青鹿55 吉田 隼人田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 476＋ 81：12．9クビ 15．3
34 キャロルロゼ 牝6鹿 55 川島 信二�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 478－10 〃 クビ 16．4�
611� シンコーロマン 牝5芦 55

53 △菱田 裕二豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 494－ 21：13．11� 28．3�
814 アラマサスチール 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 468－ 21：13．2クビ 95．3�
35 シゲルアケビ 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 450－ 61：13．41� 32．6�
23 � ラブリーリタ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 458－ 61：14．14 229．0�
713 フォゲラバーディ 牝4青鹿55 菅原 隆一平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 434＋ 21：14．63 232．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，783，600円 複勝： 25，588，500円 枠連： 8，058，100円
馬連： 23，455，800円 馬単： 15，196，000円 ワイド： 14，423，000円
3連複： 35，888，400円 3連単： 57，511，600円 計： 192，905，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 320円 � 420円 � 270円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 1，090円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，260円 3 連 単 ��� 96，910円

票 数

単勝票数 計 127836 的中 � 9473（5番人気）
複勝票数 計 255885 的中 � 21567（4番人気）� 15289（7番人気）� 26652（3番人気）
枠連票数 計 80581 的中 （5－6） 5033（4番人気）
馬連票数 計 234558 的中 �� 3643（19番人気）
馬単票数 計 151960 的中 �� 1287（35番人気）
ワイド票数 計 144230 的中 �� 1581（30番人気）�� 3340（10番人気）�� 2076（23番人気）
3連複票数 計 358884 的中 ��� 1736（52番人気）
3連単票数 計 575116 的中 ��� 438（321番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．6―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．7―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウデア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー 2011．8．6 小倉5着

2009．2．28生 牝4黒鹿 母 プレゼンテーション 母母 レディテルライド 16戦2勝 賞金 19，745，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンスインザスカイ号・ヒヅグータス号



14031 5月11日 雨 良 （25新潟1）第3日 第7競走 2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
2：24．6
2：22．1

良
良

56 アドマイヤバラード 牡4栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－ 42：28．6 2．9�
11 ロードハリケーン 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 494＋122：29．02� 3．6�
812 スプリングパリオ 牡4鹿 57 津村 明秀加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 478－ 2 〃 クビ 8．2�
811 アイファーファルコ 牡4栗 57 中舘 英二中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 428－ 62：29．1� 11．5�
68 スリーロブロイ 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 438－ 42：29．2クビ 9．7�
22 ローリングストーン 牡4鹿 57 木幡 初広佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492－ 4 〃 クビ 9．8	
710 エイダイポイント 牡5芦 57 田中 博康
東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 440± 02：29．41� 17．9�
33 アメイジングアスク 牡5黒鹿57 松田 大作廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 420＋ 22：29．5クビ 29．8�
44 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 西田雄一郎兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 436＋12 〃 アタマ 29．8
67 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 勝浦 正樹
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434＋ 62：29．6� 77．1�
79 アーセナルゴール 牡5鹿 57 丸田 恭介渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 474－122：29．81� 15．3�
55 オペラオーカン 牡6黒鹿 57

55 △嶋田 純次吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B502＋202：34．7大差 87．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，004，200円 複勝： 22，100，400円 枠連： 7，166，600円
馬連： 21，674，900円 馬単： 15，981，300円 ワイド： 12，825，900円
3連複： 30，957，400円 3連単： 55，819，900円 計： 179，530，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 220円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 410円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 130042 的中 � 36402（1番人気）
複勝票数 計 221004 的中 � 56513（1番人気）� 38550（2番人気）� 21156（4番人気）
枠連票数 計 71666 的中 （1－5） 10494（1番人気）
馬連票数 計 216749 的中 �� 38253（1番人気）
馬単票数 計 159813 的中 �� 13106（1番人気）
ワイド票数 計 128259 的中 �� 19919（1番人気）�� 7014（3番人気）�� 7106（2番人気）
3連複票数 計 309574 的中 ��� 22274（1番人気）
3連単票数 計 558199 的中 ��� 10294（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―13．0―13．4―13．3―12．8―12．3―12．4―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―37．0―50．0―1：03．4―1：16．7―1：29．5―1：41．8―1：54．2―2：05．6―2：16．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤバラード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．5 京都3着

2009．3．14生 牡4栗 母 プロモーション 母母 アサーション 12戦2勝 賞金 29，045，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オペラオーカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11日まで平地競

走に出走できない。

14032 5月11日 雨 良 （25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

59 プルーフポジティブ 牡4黒鹿 57
54 ▲長岡 禎仁山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 468＋ 21：54．0 22．8�

35 � ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57
55 △中井 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 31：55．27 10．5�

46 ロックシンガー 牡4鹿 57
55 △嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 490－ 2 〃 ハナ 6．3�

34 � ラブトゥオール 牡4黒鹿57 津村 明秀安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 478＋121：55．3クビ 9．3�
58 アサクサニッポン 牡4青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 41：55．72� 3．6�
814 スピカシチー 牝4鹿 55 丸山 元気 	友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 438＋ 21：56．33� 45．8

611 シュガーシャック 牡4栗 57 松田 大作吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 526＋161：56．4クビ 5．4�
11 � タキオンカフェ 牡5黒鹿57 村田 一誠西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 6 〃 クビ 59．4�
815� スカイノレイ 牝5青鹿 55

52 ▲横山 和生江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：56．6� 184．7
23 ミレニアムゴールド 牡4芦 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 458± 01：56．7� 13．8�
712 タツグレート 牡4栗 57

55 △菱田 裕二原 司郎氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442－141：56．8クビ 9．3�

610� ダノンハロー 牡5鹿 57 勝浦 正樹	ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450± 01：57．43� 16．0�
22 カレンレッドロック 牡4青鹿57 田中 健鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496－17 〃 クビ 53．9�
47 レオプレシャス 牡6黒鹿57 西田雄一郎	レオ 小野 次郎 浦河 酒井牧場 B488＋ 2 〃 アタマ 14．7�
713� サ ル タ ヒ コ �4栗 57 中谷 雄太松田 整二氏 畠山 重則 千歳 社台ファーム 542－ 61：58．89 54．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，486，400円 複勝： 19，616，100円 枠連： 8，011，900円
馬連： 22，060，300円 馬単： 14，098，800円 ワイド： 12，441，100円
3連複： 31，859，100円 3連単： 53，067，300円 計： 173，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 520円 � 340円 � 220円 枠 連（3－5） 1，060円

馬 連 �� 11，580円 馬 単 �� 24，540円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 1，700円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 21，420円 3 連 単 ��� 188，290円

票 数

単勝票数 計 124864 的中 � 4320（10番人気）
複勝票数 計 196161 的中 � 8739（10番人気）� 15077（7番人気）� 27423（2番人気）
枠連票数 計 80119 的中 （3－5） 5595（4番人気）
馬連票数 計 220603 的中 �� 1406（44番人気）
馬単票数 計 140988 的中 �� 424（88番人気）
ワイド票数 計 124411 的中 �� 804（48番人気）�� 1805（26番人気）�� 2684（14番人気）
3連複票数 計 318591 的中 ��� 1098（85番人気）
3連単票数 計 530673 的中 ��� 208（652番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―13．6―12．6―12．8―13．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―50．3―1：02．9―1：15．7―1：28．8―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
9－12，15（4，13）－3，7－6，8（2，5，14）10－11，1
9（4，15）－（3，12）13（6，8，7）（5，14，10）－11（2，1）

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

勝馬の
紹 介

プルーフポジティブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．1．15 小倉8着

2009．4．9生 牡4黒鹿 母 ヒシセーブル 母母 ヒシレイホウ 13戦2勝 賞金 17，600，000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） 1頭 モネロ号
（非抽選馬） 4頭 シンボリプロント号・スペシャルザダイヤ号・トキノビスコンティ号・ピエナオリオン号



14033 5月11日 雨 稍重 （25新潟1）第3日 第9競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

36 アラカメジョウ 牝4鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 452＋ 21：22．5 5．8�
816 タガノルミナーレ 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 2 〃 アタマ 10．6�

48 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 458－ 6 〃 クビ 3．5�
611 アーベントロート 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442＋ 81：22．6� 7．2�
35 レッドルイーザ 牝4栗 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 468－ 41：22．7クビ 5．9	
47 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55

53 △嶋田 純次岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 460－ 2 〃 ハナ 15．4

12 ハッピーシャワー 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 クビ 17．6�
713 タンゴグラチア 牝4鹿 55 中舘 英二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440＋ 61：22．8� 68．8�
815 モエレマリーア 牝4黒鹿55 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 448± 01：22．9クビ 55．8
11 � クリノモンテローザ 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 466＋10 〃 クビ 218．7�
24 ロマンスリップ 牝4鹿 55 松田 大作�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 454－ 6 〃 ハナ 24．5�
59 ミサソレムニス 牝4栗 55

53 △中井 裕二吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 430＋ 21：23．0� 9．5�
612 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 津村 明秀田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 500± 01：23．21� 18．5�
714� ア ズ キ 牝4栗 55 勝浦 正樹片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 428＋ 61：23．51� 30．2�
23 � ユウミプリンセス 牝4栗 55 田中 博康新井原 博氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 424＋ 21：24．24 356．2�
510 アブシンベル 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 438＋ 41：24．41� 258．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，094，700円 複勝： 26，574，100円 枠連： 10，526，900円
馬連： 29，363，200円 馬単： 20，090，600円 ワイド： 16，067，500円
3連複： 43，615，600円 3連単： 74，170，500円 計： 235，503，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 270円 � 130円 枠 連（3－8） 1，210円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 26，750円

票 数

単勝票数 計 150947 的中 � 20717（2番人気）
複勝票数 計 265741 的中 � 38414（2番人気）� 20488（6番人気）� 68611（1番人気）
枠連票数 計 105269 的中 （3－8） 6427（4番人気）
馬連票数 計 293632 的中 �� 7428（11番人気）
馬単票数 計 200906 的中 �� 2756（21番人気）
ワイド票数 計 160675 的中 �� 3516（14番人気）�� 10002（1番人気）�� 6069（5番人気）
3連複票数 計 436156 的中 ��� 10255（6番人気）
3連単票数 計 741705 的中 ��� 2047（57番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―11．7―11．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．1―45．8―57．4―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．7
3 16＝6，13（8，14）11，15（1，2）12（4，3）5（7，9）＝10 4 16＝（6，13）（8，14）11，15（1，2）12（5，4）（3，9）7＝10

勝馬の
紹 介

アラカメジョウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．23 新潟4着

2009．2．19生 牝4鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク 17戦2勝 賞金 24，270，000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） 3頭 カルトマリーヌ号・デラコリーナ号・ナオミノユメ号

14034 5月11日 雨 稍重 （25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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

77 スズカアンペール 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 472＋ 21：47．7 3．2�
33 トモロマイスター 牡6黒鹿57 丸田 恭介戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 450－ 41：47．8� 7．1�
22 ダブルイーグル 牡5鹿 57 中井 裕二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 474－ 81：47．9クビ 3．9�
55 エーシングルーオン 牡4栗 57 菱田 裕二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 462＋ 61：48．11� 10．1�
66 パリソワール 牡4栗 57 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 22．8�
78 � サトノサウザー 	6栗 57 津村 明秀里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462－12 〃 アタマ 11．4	
44 
 アシュヴィン 牡4栗 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 452－ 21：48．31� 6．1

810 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 松田 大作岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 488－ 81：48．4� 19．3�
11 � チャペルプリンセス 牝4栗 55 大野 拓弥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 462＋ 81：48．71� 14．5�
89 マイネルバウンス 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 504＋341：49．02 37．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，780，500円 複勝： 28，530，400円 枠連： 8，544，900円
馬連： 33，237，600円 馬単： 25，003，700円 ワイド： 16，691，800円
3連複： 45，184，700円 3連単： 95，912，900円 計： 271，886，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 290円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 187805 的中 � 47396（1番人気）
複勝票数 計 285304 的中 � 63988（1番人気）� 38390（3番人気）� 51131（2番人気）
枠連票数 計 85449 的中 （3－7） 8424（3番人気）
馬連票数 計 332376 的中 �� 24747（3番人気）
馬単票数 計 250037 的中 �� 11111（4番人気）
ワイド票数 計 166918 的中 �� 10333（3番人気）�� 15256（1番人気）�� 9232（5番人気）
3連複票数 計 451847 的中 ��� 29258（2番人気）
3連単票数 計 959129 的中 ��� 13433（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―12．5―12．5―12．2―11．6―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．3―48．8―1：01．3―1：13．5―1：25．1―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカアンペール �
�
父 ロイヤルスズカ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2010．12．5 阪神13着

2008．4．27生 牡5鹿 母 スズカアンゼラ 母母 セトアンゼラ 20戦2勝 賞金 30，594，000円
［他本会外：5戦1勝］

〔制裁〕 エーシングルーオン号の調教師坂口正則は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。



14035 5月11日 雨 稍重 （25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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 � ルチャドルアスール �4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 516＋ 21：11．1 9．0�
58 ウインラーニッド 牡5黒鹿57 丸山 元気�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 510－ 21：11．2� 3．0�
712 アキノモーグル 牡5栗 57 菱田 裕二穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 522＋ 2 〃 クビ 7．0�
35 マストバイアイテム 牝6黒鹿55 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 462＋ 61：11．3クビ 5．7�
34 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 鮫島 良太畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B532＋121：11．51	 41．1	
611 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 吉田 隼人中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 514＋ 21：11．71� 37．5

47 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 488－ 21：11．8クビ 7．8�
11 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506＋ 61：11．9
 38．8�
815 ウエスタンレビュー 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 508＋ 21：12．0クビ 53．2
46 キングダムキング 牡5鹿 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B484＋121：12．21	 62．4�
814 エーシングリズリー 牡4黒鹿57 津村 明秀�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 466－121：12．41 18．3�
610 デルマダイコク 牡4栗 57 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 524＋141：12．61� 10．9�
59 ベストバウト 牡6黒鹿57 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 500－ 6 〃 クビ 56．9�
713 マドモアゼルノン 牝6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 468＋141：12．7クビ 362．7�
23 テイクエイム 牡6鹿 57 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 81：13．12� 11．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，707，700円 複勝： 49，041，300円 枠連： 23，331，700円
馬連： 98，278，900円 馬単： 54，612，900円 ワイド： 37，378，700円
3連複： 135，000，000円 3連単： 229，580，100円 計： 654，931，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 140円 � 210円 枠 連（2－5） 720円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，250円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 277077 的中 � 24377（5番人気）
複勝票数 計 490413 的中 � 36555（6番人気）� 129625（1番人気）� 57849（2番人気）
枠連票数 計 233317 的中 （2－5） 24149（1番人気）
馬連票数 計 982789 的中 �� 49186（4番人気）
馬単票数 計 546129 的中 �� 11658（10番人気）
ワイド票数 計 373787 的中 �� 13274（5番人気）�� 7029（18番人気）�� 18466（2番人気）
3連複票数 計1350000 的中 ��� 26043（11番人気）
3連単票数 計2295801 的中 ��� 7291（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―12．1―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルチャドルアスール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アジュディケーティング

2009．1．22生 �4黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 4戦2勝 賞金 19，899，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 テイクエイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイクエイム号は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハワイアンシュガー号・フレンチトースト号
（非抽選馬） 7頭 ウインクロニクル号・カシノエルフ号・カナエチャン号・テンエイエスプリ号・ピュアマリーン号・

マジカルポケット号・ワイキキブリーズ号

14036 5月11日 雨 稍重 （25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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

23 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450± 01：09．2 5．3�
815 アグネスマチュア 牡4鹿 57 津村 明秀渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480± 01：09．3� 5．1�
24 アズマスターフィー 牡4黒鹿57 西田雄一郎藤田 秀行氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 B474± 01：09．4� 30．2�
35 パシオンルージュ 牝5鹿 55 村田 一誠吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 482＋ 8 〃 クビ 16．7�
11 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 476＋ 6 〃 ハナ 73．0�
510 ユキノアイオロス �5鹿 57 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 61：09．5クビ 10．7	
612	 レディオスソープ 牝5栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 5．1

816	 アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 鮫島 良太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 478－ 21：09．6� 5．4�
12 エーティーガンダム 牡5栗 57 中井 裕二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 470± 01：09．7クビ 84．7�
713 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 500－ 41：09．91
 13．7
47 	 カシノデューク 牡4栗 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 490± 01：10．0� 125．0�
48 マコトヴィルッキオ 牝4栃栗55 大野 拓弥尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 456＋ 4 〃 アタマ 124．7�
714 ラブチャーミー 牝7鹿 55 黛 弘人増田 陽一氏 和田 雄二 新ひだか 松田 三千雄 450－161：10．21 55．4�
611� クルージンミジー 牝4芦 55 吉田 隼人吉田 和美氏 吉田 直弘 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

494－ 6 〃 クビ 18．8�
36 レッドアンジェリカ 牝5鹿 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 41：10．51� 23．6�
59 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 472＋ 81：10．81� 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，046，400円 複勝： 38，029，600円 枠連： 19，433，100円
馬連： 51，724，200円 馬単： 31，629，300円 ワイド： 24，811，400円
3連複： 76，434，900円 3連単： 129，800，500円 計： 392，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 210円 � 600円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，810円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 57，430円

票 数

単勝票数 計 210464 的中 � 31524（3番人気）
複勝票数 計 380296 的中 � 58873（1番人気）� 54447（4番人気）� 13141（9番人気）
枠連票数 計 194331 的中 （2－8） 25272（1番人気）
馬連票数 計 517242 的中 �� 30361（4番人気）
馬単票数 計 316293 的中 �� 8650（5番人気）
ワイド票数 計 248114 的中 �� 12067（3番人気）�� 3278（26番人気）�� 2461（31番人気）
3連複票数 計 764349 的中 ��� 5011（39番人気）
3連単票数 計1298005 的中 ��� 1668（174番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 5，14（3，16）（2，6，15）11（4，10，13）（7，12）（8，9）－1 4 5（14，16）（3，15）6（2，4，10，11，13）－12（8，7）9－1

勝馬の
紹 介

バラードソング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rahy デビュー 2010．7．24 小倉1着

2008．4．24生 牝5鹿 母 ソロリサイタル 母母 Sole 18戦3勝 賞金 32，797，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミスネバー号



（25新潟1）第3日 5月11日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

156，470，000円
7，300，000円
1，750，000円
14，080，000円
60，753，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
179，055，700円
324，528，500円
124，026，900円
380，665，200円
255，462，600円
193，867，300円
554，851，900円
955，123，400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 2，967，581，500円

総入場人員 7，965名 （有料入場人員 6，703名）
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