
１３０２５ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

１：５１．０
１：４８．４

稍重

重

２２ � アスカノヒミコ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 上山牧場 ４７０－ ４１：５６．９ ７．３�

５８ リンガスパートナー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山科 統氏 境 征勝 静内 藤川フアーム ４７２－１２１：５７．２１� ２．５�
４６ � カノヤランブル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 ５０８ ―１：５７．８３� １１．６�
３４ ピュアウインド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩ディアレスト 柄崎 孝 浦河 中神牧場 ４３６＋ ４１：５８．１２ ６１．０�
８１３� ラファミーユ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４２４－１６１：５８．９５ １３．４�
１１ ルスナイレンジャー 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５２－ ４１：５９．２２ １２５．９�
７１１� ダンスブルーム 牝３鹿 ５４ 村田 一誠三枝 栄二氏 蛯名 信広 静内 へいはた牧場 ４９２－ ４１：５９．４１� １２２．９	
４５ ラプラシアン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一小池 宗人氏 国枝 栄 静内 タイヘイ牧場 ４５２＋ ４１：５９．５� ２２．２

５７ � ミルサジェス 牝３栗 ５４ 服部 剛史�信岡牧場 領家 政蔵 浦河 信岡牧場 ４６６－１２１：５９．９２� １９５．９�
３３ ユメノハーモニー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉野 修史氏 飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４７８－ ８２：００．５３� ３．５�
６１０� エプソムメガミ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広 ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７０－１０２：０１．０３ ８．８�
８１４ マームリップス 牝３芦 ５４ 長谷川浩大中野 正則氏 大根田裕之 浦河 江島牧場 ４４６± ０２：０１．３２ ２８．０�
６９ エビスチェリー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹加藤友三郎氏 成島 英春 浦河 恵比寿牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ７０．５�
７１２ エイトダンサー 牝３黒鹿 ５４

５２ △吉田 隼人河合良太郎氏 小西 一男 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ６２：０１．５１ ６０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６，６１０，０００円 複勝： ７，０１７，５００円 枠連： ９，７８７，６００円

普通馬連： ２７，４０７，９００円 馬単： ３１，５８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８，７０６，８００円

３連複： ４４，３４９，４００円 ３連単： 発売なし 計： １３５，４６５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（２－５） １，０１０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，４３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ６６１００ 的中 � ７１６８（３番人気）
複勝票数 計 ７０１７５ 的中 � ７１８２（３番人気）� ２０７５１（１番人気）� ４９７０（５番人気）
枠連票数 計 ９７８７６ 的中 （２－５） ７１９５（５番人気）
普通馬連票数 計 ２７４０７９ 的中 �� ２３３３４（２番人気）
馬単票数 計 ３１５８６２ 的中 �� １０１６４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７０６８ 的中 �� ６９６２（２番人気）�� １３５３（１５番人気）�� ４６０８（５番人気）
３連複票数 計 ４４３４９４ 的中 ��� １０５３４（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．６―５１．９―１：０５．６―１：１８．６―１：３１．６―１：４３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．３
１
３
１１（２，１０）（１３，１２）１４（１，４）（５，８）－６，７－９－３・（１１，２）（１３，１０，８）４，１，１４，６（５，１２）７，９，３

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�アスカノヒミコ �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００５．６．２６ 阪神９着

２００３．４．２２生 牝３鹿 母 ティリオブストラッフォード 母母 Deviltante ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ユメノハーモニー号は，枠入り不良。



１３０２６ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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
１：０９．１

重

不良

４７ � マーベラスパレード 牡３栗 ５６ 中舘 英二笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４５６－ ２１：１３．９ １．８�

３４ ネヴァベーカリー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６０－ ６１：１４．２２ １０．２�
４６ �� ノ ボ バ ン ク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�池ばた 阿部 新生 えりも 熊沢牧場 ４８６＋ ６１：１４．３� １５．９�
２２ � メジログレイブス 牡３栗 ５６

５３ ▲水出 大介�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４１４± ０１：１４．５１ ３６．４�
８１５� モエロキアイダ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村上 正喜氏 古賀 史生 青森 村上 幹夫 ４８６－１４ 〃 クビ ６．３�
７１３ エースオネラエ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典柳橋 俊昭氏 高松 邦男 厚真 大川牧場 （計量不能）１：１４．６クビ ２７１．１	
５９ � スカイヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４７２＋ ２１：１４．７� ８７．７

２３ � スズタケヒデ 牡３黒鹿５６ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４７８＋ ４１：１４．８クビ ５７．１�
５８ ヒミノクリミナル 牡３栗 ５６

５４ △鮫島 良太佐々木八郎氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ４９６＋１２１：１５．０１ １３．０�
１１ スズカウエスト 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４８０－ ２１：１５．１� １６．９
３５ � トーセンオペレッタ 牡３鹿 ５６

５４ △吉田 隼人島川 �哉氏 小笠 倫弘 門別 豊洋牧場 ５１６ ―１：１５．３１� ２６６．９�
８１４� ポ デ ィ ウ ム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�広富牧場 成島 英春 門別 広富牧場 ４４０ ― 〃 クビ １５３．９�
７１２ スイートシャッセ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広シンボリ牧場 奥平 雅士 静内 和田農林（有） ４５２－ ４１：１５．４� ４６．９�
６１０� ウインブラッド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�ウイン 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５５２ ―１：１５．５クビ ７．１�
６１１� ソーニョグランデ 牡３鹿 ５６ 鹿戸 雄一加藤 豊三氏 加藤 和宏 青森 長谷地 義正 ４３６ ―１：１９．９大差 ３４７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，８３６，２００円 複勝： １０，４３２，５００円 枠連： １１，１４８，１００円

普通馬連： ３５，７２４，８００円 馬単： ３７，３１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，２５９，５００円

３連複： ５４，２１７，９００円 ３連単： 発売なし 計： １６９，９３２，２００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ６３０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３９０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０８３６２ 的中 � ４９１００（１番人気）
複勝票数 計 １０４３２５ 的中 � ４１６６５（１番人気）� １３１９８（２番人気）� ５２３４（７番人気）
枠連票数 計 １１１４８１ 的中 （３－４） １３０８４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５７２４８ 的中 �� ３９７３０（２番人気）
馬単票数 計 ３７３１３２ 的中 �� ２８７６９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０２５９５ 的中 �� ９９９０（２番人気）�� ６７３９（５番人気）�� １７８１（１４番人気）
３連複票数 計 ５４２１７９ 的中 ��� １５０５９（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．７―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．９―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マーベラスパレード �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１２．４ 阪神３着

２００３．３．８生 牡３栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソーニョグランデ号は，平成１８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カンファープレス号・バクシンホープ号



１３０２７ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

２：１１．７
２：１０．１

良

良

６８ �� アドマイヤセナ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４２：１６．１ ６．８�

５５ �� コスモノイン 牡３鹿
５６
５４ △吉田 隼人 �ビッグレッドファーム �田 研二 鵡川 上水牧場 ４５４± ０２：１６．２クビ １０４．５�

７９ ヒカルユメハナビ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�橋 京子氏 岡田 稲男 白老 白老ファーム ４９０－ ２２：１６．４１� ２．１�
８１２� ウインカームネス 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介�ウイン 鮫島 一歩 新冠 ラツキー牧場 ４７２± ０２：１６．５クビ ５．２�
２２ ア ル ゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 池江 泰寿 追分 追分ファーム ４９６－１０２：１６．７１� ２９．５	
６７ ビ ゴ ロ ッ ソ 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４８４ ―２：１６．８� ３８．８

３３ � マルブツフジ 牡３栗 ５６ 小池 隆生大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ５１２－ ２２：１６．９クビ ５．６�
１１ � ピックアウト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�前川企画 伊藤 正徳 青森 太田ファーム ４７４－ ８２：１７．５３� ９．２�
８１１� ワラクステルス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信大谷 和彦氏 小桧山 悟 門別 碧雲牧場 ４４２－ ３２：１７．６� ５６５．６
５６ � サムライショウグン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６６－ ２２：１７．７� １７．６�
４４ � ヤクモボーイ 牡３栗 ５６ 小林 淳一�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 B４７０＋ ２２：１８．２３ ２０５．７�
７１０� ストームシグナル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田中 春美氏 藤原 辰雄 三石 田中 春美 ４４６－ ４２：１８．３� ８０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，１９５，４００円 複勝： １１，１０３，６００円 枠連： １１，３７６，６００円

普通馬連： ３３，９０５，６００円 馬単： ４１，７６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３５２，９００円

３連複： ５５，２００，９００円 ３連単： 発売なし 計： １７４，８９９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２００円 � １，３７０円 � １３０円 枠 連（５－６） ２，２７０円

普通馬連 �� ２５，８５０円 馬 単 �� ４１，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５３０円 �� ２９０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� １５，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１１９５４ 的中 � １３１４９（４番人気）
複勝票数 計 １１１０３６ 的中 � １３４５４（４番人気）� １３０３（１０番人気）� ３５３８０（１番人気）
枠連票数 計 １１３７６６ 的中 （５－６） ３７１４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３３９０５６ 的中 �� ９６８（３９番人気）
馬単票数 計 ４１７６４７ 的中 �� ７５１（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３５２９ 的中 �� ４１３（３９番人気）�� １０８４１（２番人気）�� ７４７（２８番人気）
３連複票数 計 ５５２００９ 的中 ��� ２６１７（４０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．３―１２．９―１３．３―１２．９―１２．４―１２．３―１１．７―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�
１２．７―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．０―１：４０．３―１：５２．０―２：０３．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
アドマイヤセナ �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１０ 中山１２着

２００３．２．２６生 牡３栗 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 コスモノイン号の騎手吉田隼人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ヤクモボーイ号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。



１３０２８ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

２３ メイショウナイト 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４７２＋ ８１：５０．８ ３．８�

５９ �� リバースプライト 牡３鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 ５０２＋ ６ 〃 クビ １５３．５�
１２ �� シャチョマンユウキ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 成島 英春 静内 上野 喜代一 ４５０－ ６１：５０．９クビ ２．０�
３６ ヒカリクロメート 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔當山 �則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ １６．４�
４７ ド マ ー ニ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６ ―１：５１．１１� １９．３�
１１ � テントゥワン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ ６０．０	
４８ � タイセイラン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中村 将之�名鯛興業 坪 憲章 新冠 メイタイ牧場 ４５６－ ２１：５１．５２� ８．０

８１５ ゼンノビート 牡３栃栗５６ 橋本 美純大迫久美子氏 野村 彰彦 新冠 須崎牧場 ４５８± ０１：５１．６� １８．２�
６１２� ワンダーポテンシア 牡３青鹿５６ 小池 隆生山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４３８＋ ８ 〃 クビ ３２６．１�
６１１�� シ ャ カ オ ー 牡３青鹿５６ 四位 洋文鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４８８＋ ２１：５１．８１� １２８．３
３５ オヤマエルニーニョ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ２１：５１．９� １１．２�
７１３� スカイブルー �３黒鹿５６ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５６± ０１：５２．３２� ７１．９�
７１４ セイカバーバリアン �３黒鹿５６ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４５２－ ６ 〃 クビ ２０．３�
２４ ジョージョーカズン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠齊藤四方司氏 栗田 博憲 門別 下河辺牧場 ４６６ ―１：５３．１５ １１１．７�
８１６ シャトルシチー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二 �友駿ホースクラブ 松永 勇 静内 光丘牧場 ４５０－ ２１：５３．３１� ３０３．４�
５１０ トーホウポエム 牝３鹿 ５４ 江田 照男東豊物産� 武藤 善則 門別 竹島 幸治 ４３４ ―１：５３．７２� １６９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５８５，９００円 複勝： １２，０９６，１００円 枠連： １４，５７４，５００円

普通馬連： ３７，８０１，９００円 馬単： ４６，２７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５８６，７００円

３連複： ６３，１３６，１００円 ３連単： 発売なし 計： １９８，０５９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １，５５０円 � １２０円 枠 連（２－５） １０，２８０円

普通馬連 �� ２３，４９０円 馬 単 �� ３３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２７０円 �� １８０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１５８５９ 的中 � ２４５５３（２番人気）
複勝票数 計 １２０９６１ 的中 � ２６２０９（２番人気）� １０６３（１３番人気）� ３８２７４（１番人気）
枠連票数 計 １４５７４５ 的中 （２－５） １０４７（２３番人気）
普通馬連票数 計 ３７８０１９ 的中 �� １１８８（４４番人気）
馬単票数 計 ４６２７８７ 的中 �� １０１４（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５８６７ 的中 �� ５８６（４２番人気）�� ２４４３４（１番人気）�� ９０３（３２番人気）
３連複票数 計 ６３１３６１ 的中 ��� ４３６４（３５番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．３―１２．７―１３．４―１２．７―１２．４―１１．５―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．４―３８．１―５１．５―１：０４．２―１：１６．６―１：２８．１―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナイト �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 Slip Anchor デビュー ２００５．１２．２５ 阪神４着

２００３．４．４生 牡３鹿 母 メイショウハミング 母母 ストリジーダ ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００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 バイカルリッチ号・ワンダータバスコ号



１３０２９ ５月６日 晴 良 （１８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５５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

７１４ シノワールド 牝３鹿 ５４ 高山 太郎志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４６４＋ ４ ５５．９ ６．４�

１２ バ ン ロ ー ゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 福永 甲 三石 山本 昇寿 ４５８＋ ２ ５６．０� ６．５�

６１１� プレミアムボックス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４－ ８ ５６．２１ ５．０�
５１０ スターライトダンス 牝３芦 ５４ 中舘 英二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４４＋ ２ ５６．９４ ２．４�
３５ � キーンライアン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太池田 豊治氏 伊藤 伸一 三石 斉藤スタッド ４５０－ ６ 〃 クビ ４４．９�
１１ ビービーオファード 牡３青鹿５６ 木幡 初広�坂東牧場 宗像 義忠 平取 坂東牧場 ４６６＋ ２ ５７．２１� ７３．４�
２３ � スリーキセキ 牝３青鹿５４ 橋本 美純永井商事	 橋本 寿正 静内 岡野牧場 ４２４± ０ ５７．４１ ８６．４

６１２ オンワードヨシノ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信樫山 ハル氏 内藤 一雄 浦河 オンワード牧場 ４０４＋ ２ 〃 ハナ ３７７．６�
２４ � タイトリスト 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６８± ０ ５７．５� ７．９�
７１３ カルメンリング 牝３栗 ５４

５２ △吉田 隼人清進電設	 戸田 博文 門別 細川牧場 ４４０－ ４ ５７．６� ７３．２
５９ � タイセイルーラー �３鹿 ５６ 柴山 雄一田中 成奉氏 武藤 善則 浦河 信成牧場 ４５２ ― 〃 クビ １８．６�
３６ � フサイチアポロ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠関口 房朗氏 古賀 史生 米 Hersey

Farm Corp. ５０６ ― ５８．２３� ９５．３�
４８ ルスナイガーネット 牝３黒鹿５４ 畑端 省吾��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５０－ ８ 〃 クビ ２９０．２�
８１６ アミフジウラノス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�内藤牧場 鈴木 勝美 茨城 内藤牧場 ４３８＋ ２ ５９．１５ １８５．０�
８１５ ナ ム ラ パ リ 牝３鹿 ５４

５２ △鮫島 良太奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４２６－１０ ５９．２� １８．５�
４７ ジルコンシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 	友駿ホースクラブ 山田 要一 青森 塚尾 勝安 ４４４－１４１：０１．２大差 ３８１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８８７，７００円 複勝： １３，４５３，６００円 枠連： １７，２００，８００円

普通馬連： ４２，７１８，０００円 馬単： ４７，９６０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９９２，４００円

３連複： ７０，３２５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２１８，５３９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（１－７） ２，１００円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ４４０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２８８７７ 的中 � １５９１１（３番人気）
複勝票数 計 １３４５３６ 的中 � １７７９２（３番人気）� １５２７５（４番人気）� ２０４８６（２番人気）
枠連票数 計 １７２００８ 的中 （１－７） ６０７３（８番人気）
普通馬連票数 計 ４２７１８０ 的中 �� １３９８７（８番人気）
馬単票数 計 ４７９６０６ 的中 �� ８９８５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９９２４ 的中 �� ４４３３（７番人気）�� ８３９０（５番人気）�� ５０８９（６番人気）
３連複票数 計 ７０３２５９ 的中 ��� １３４１７（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．８―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．４―４３．９

上り４F４３．７－３F３３．３
勝馬の
紹 介

シノワールド �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００５．１２．２４ 中山４着

２００３．４．２６生 牝３鹿 母 サンライズグロリア 母母 モガミエイト ８戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
・・・〔制裁〕 ナムラパリ号の騎手鮫島良太は，発走直後に右あぶみ革の尾錠がはずれたことについて過怠金１０，０００円。

・・・〔その他〕 ナムラパリ号は，発走直後に右あぶみ革の尾錠がはずれたため，「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〕 アミフジウラノス号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。

ジルコンシチー号は，平成１８年７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャペロン号
（非抽選馬） １頭 スノーバレー号



１３０３０ ５月６日 晴 良 （１８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４５分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

５８ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４９４－ ６１：１２．７ ７．８�

７１３� マーベラスボーイ 牡６栗 ５７
５４ ▲中村 将之笹原 貞生氏 柴田 政見 浦河 鵜木 唯義 ４９０－ ２１：１２．９１� ４．８�

６１０ ナゾヲトクカギ 牡４青鹿 ５７
５５ △鮫島 良太小田切有一氏 佐々木晶三 門別 高橋牧場 ４９４－ ６１：１３．１１� ８．４�

４７ �� マ ル タ ラ ヴ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５４＋ ８１：１３．３１ ２４．１�
５９ プライムマイナー 牡５栗 ５７ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 B４６４＋ ６１：１３．６２ ３８６．４�
２２ � ミスソヴリン 牝４芦 ５５ 石橋 脩平岡 茂樹氏 �田 研二 鵡川 平岡牧場 ４８２＋ ２１：１３．７クビ ３５３．０�
８１５� ケンコウヘイロー 牡４黒鹿５７ 小林 淳一志田 晃一氏 岩戸 孝樹 静内 八田ファーム ４９８＋ ２１：１３．８� ２．２	
６１１� タケデンバトル 牡６栗 ５７

５５ △吉田 隼人武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ２２．６

３５ �� トーセンヒーロー 牡７黒鹿

５７
５４ ▲田中 克典島川 �哉氏 小笠 倫弘 新冠 小泉牧場 ４８０－１５１：１３．９クビ １２４．７�

１１ � ランバイルビー 牝５栗 ５５ 大西 直宏佐藤 力治氏 岩城 博俊 門別 上田 昭治 ４６８－ ４１：１４．０� １９６．３
８１４ アルファキャスパー 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 ４６６＋ ２１：１４．１� ７．９�
７１２� フューチャワイルド 牡７栗 ５７ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４８４＋１０１：１４．４１� ５９．３�
２３ セトノフレンチ 牡４鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也難波 澄子氏 西園 正都 浦河 富田牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ １６２．２�
３４ メイショウヨウザン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ５００＋１２ 〃 アタマ １４．６�
４６ フジノシノプシス �４黒鹿５７ 小野 次郎藤井 五三氏 川村 禎彦 静内 飛野牧場 B４９６± ０１：１５．６７ ３５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，８８５，２００円 複勝： １４，３８１，６００円 枠連： １８，６９８，３００円

普通馬連： ４１，９６７，９００円 馬単： ４５，５０６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５１２，９００円

３連複： ６９，７１４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２１４，６６７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（５－７） ２，２８０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ９１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０８８５２ 的中 � １１０８８（３番人気）
複勝票数 計 １４３８１６ 的中 � １３２３６（５番人気）� ２６８０７（２番人気）� １４２２５（４番人気）
枠連票数 計 １８６９８３ 的中 （５－７） ６０６３（９番人気）
普通馬連票数 計 ４１９６７９ 的中 �� １５５５１（７番人気）
馬単票数 計 ４５５０６６ 的中 �� ７８１０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５１２９ 的中 �� ５１５６（６番人気）�� ３６１２（９番人気）�� ５０３８（７番人気）
３連複票数 計 ６９７１４５ 的中 ��� １３８２５（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．５―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライベートエリア �
�
父 ウォーニング �

�
母父 Capote デビュー ２００３．１２．７ 中山１着

２００１．４．９生 牡５黒鹿 母 カフェテラス 母母 Fabulous Notion １０戦３勝 賞金 ２６，１９０，０００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。
（非抽選馬） ５頭 エイシンブラボー号・サザーランドシチー号・ハギノフェリックス号・バーニングサマー号・ランドベスト号



１３０３１ ５月６日 晴 良 （１８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１５分 （芝・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２６．０
２：２２．１

良

良

８１４� ダンツトレジャー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春山元 哲二氏 山内 研二 様似 様似渡辺牧場 ４４８＋ ２２：２７．６ ２．１�

７１１� メジロテディベア 牝６鹿 ５５ 高橋 智大メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４３２＋ ６２：２８．０２� １４．８�
５８ マイネルピカドール 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 静内 ビツグレツドフアーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ３．７�
２２ � フ ー フ ー �４鹿 ５７ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 静内 富岡 喜平 ４７０－ ４２：２８．１クビ ７１．１�
６１０	 シルクスクランブル 牡５栗 ５７

５４ ▲中村 将之有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９２－ ８ 〃 クビ ６．５�

５７ 	 ワンモアディネロ 牡７鹿 ５７ 江田 照男松井 一三氏 佐藤 吉勝 門別 浜本牧場 ５１４－ ２２：２８．２� ３８．７�
６９ 	 サムライジョーイ 牡４黒鹿５７ 土谷 智紀加藤 信之氏 田子 冬樹 新冠 セントラルスタツド ４６０－ ４２：２８．４１
 ７８．５	
１１ 	 ダイタクドルチェ 牝４黒鹿５５ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４９８－ ２２：２８．６１
 ７．７

４６ 	 ダブリンフォレスト 牡６鹿 ５７ 橋本 美純 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 静内 井高牧場 ４７２－ ２２：２８．７� ３９．２�
３４ 	 フラップジャック 牡４黒鹿５７ 石橋 脩伊達 秀和氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 B４７６＋ ４ 〃 クビ ５１．６�
４５ ゼ ウ ス 牡４鹿 ５７

５５ △吉田 隼人神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １１０．６
８１３	 ヒミノハード 牡５鹿 ５７ 田嶋 翔佐々木八郎氏 松永 昌博 三石 前川 達哉 ４５４－１０２：２８．８クビ ２２１．８�
３３ 	� カンファーマックス �４青鹿 ５７

５５ △鮫島 良太奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４７０－ ４２：２８．９� ２５．０�
７１２�� キクノカミカゼ �４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 佐藤 正雄 浦河 鮫川 啓一 B４７４－１１２：３１．７大差 ７５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，０４６，３００円 複勝： １１，６８８，５００円 枠連： １３，３７８，０００円

普通馬連： ３７，８５９，５００円 馬単： ４２，５６１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５８２，１００円

３連複： ５６，７０８，３００円 ３連単： 発売なし 計： １８４，８２４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（７－８） ９７０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２００円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １００４６３ 的中 � ３７８２１（１番人気）
複勝票数 計 １１６８８５ 的中 � ３７１６１（１番人気）� ６９４５（５番人気）� ２３５５３（２番人気）
枠連票数 計 １３３７８０ 的中 （７－８） １０２５５（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７８５９５ 的中 �� ２１０９３（５番人気）
馬単票数 計 ４２５６１８ 的中 �� １５６２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５８２１ 的中 �� ５２９８（５番人気）�� ２０１４１（１番人気）�� ２８８２（９番人気）
３連複票数 計 ５６７０８３ 的中 ��� ２４６０８（４番人気）

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

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―２４．３―３５．６―４７．６―１：００．５―１：１３．３―１：２５．９―１：３８．７―１：５１．４―２：０３．４―２：１５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダンツトレジャー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００４．１．５ 京都７着

２００１．６．１０生 牡５鹿 母 ジ ゼ ル Ⅱ 母母 Pig Tail １８戦３勝 賞金 ４０，３７９，０００円
〔発走状況〕 メジロテディベア号は，枠入り不良。
〔３走成績による出走制限〕 フラップジャック号・ゼウス号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。



１３０３２ ５月６日 晴 良 （１８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４５分 （芝・左・外）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．８以降４歳５００・５歳以上
１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１３� ミスティラブ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲中村 将之冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４５０＋ ８１：４７．７ １４．５�

８１５ ミラクルレイザー 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４４６± ０１：４７．８� ２．４�
５９ ヴァルパライソ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４９０－ ４１：４８．０１� ２２．７�
６１０� アインライツ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介荒木美代治氏 藤岡 健一 静内 坂本 春雄 ４３８－１４１：４８．１� ６．９�
７１２� スズカスウィング 牝４栗 ５５ 長谷川浩大永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５４＋ ８１：４８．２クビ ５４．５�
３４ �� アミュレット 牝５鹿 ５５ 高橋 智大 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４２０－ ２１：４８．３� ４．７�
５８ � サクラプリムローズ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春	さくらコマース勢司 和浩 静内 西村 和夫 ４２２± ０ 〃 クビ １０．０

８１４� メグミロマンス 牝６鹿 ５５ 小池 隆生大澤 毅氏 河内 洋 浦河 松田 憲一 ４１６± ０１：４８．７２� １８．５�
４７ � シルクアワード 牝５黒鹿５５ 野元 昭嘉有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４１４＋ ４１：４８．８クビ ９２．８�
３５ マイネルーシッド 牝４鹿 ５５

５３ △吉田 隼人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ３９８＋ ６ 〃 ハナ １３．５

４６ � プラントコンコルド 牝５鹿 ５５ 小野 次郎釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４６８＋１０１：４９．０１� １３１．３�
２３ � ラピーナカルド 牝６鹿 ５５ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 安藤牧場 B４６０＋ ２１：４９．１クビ ４７．２�
６１１� サクラチェリー 牝４鹿 ５５ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 三石 大塚牧場 ４４４＋ ６１：４９．７３� ４９．７�
１１ マイネノビア 牝４鹿 ５５ 土谷 智紀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 三石 ビツグレツドフアーム ４７４± ０１：５０．２３ ３４．４�
２２ ヤマニンアリエル 牝４青鹿 ５５

５３ △鮫島 良太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３８± ０１：５０．５１� ３２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０６１，１００円 複勝： １４，２１１，２００円 枠連： １８，０２９，５００円

普通馬連： ４５，３６８，９００円 馬単： ４７，３６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１５３，９００円

３連複： ６９，６６４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２１９，８５６，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ４３０円 � １３０円 � ６４０円 枠 連（７－８） １，０１０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５，９８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １３，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１０６１１ 的中 � ６０１９（６番人気）
複勝票数 計 １４２１１２ 的中 � ６５２２（６番人気）� ４７２５２（１番人気）� ４１０７（９番人気）
枠連票数 計 １８０２９５ 的中 （７－８） １３２２０（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５３６８９ 的中 �� １８７３８（６番人気）
馬単票数 計 ４７３６６７ 的中 �� ６４５０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１５３９ 的中 �� ４６１４（６番人気）�� ５５５（５５番人気）�� ３２０６（１０番人気）
３連複票数 計 ６９６６４８ 的中 ��� ３８８７（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．３―１２．７―１２．５―１２．１―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．２―５９．９―１：１２．４―１：２４．５―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミスティラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Top Command

２００２．４．５生 牝４黒鹿 母 ヘヴンリーミスト 母母 Misty Memory １６戦１勝 賞金 １９，３６２，０００円
地方デビュー ２００４．６．１ 札幌

〔３走成績による出走制限〕 シルクアワード号・ヤマニンアリエル号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。



１３０３３ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第９競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５１．０
１：４８．４

稍重

重

１１ � ピッチサイドトーク 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 手塚 貴久 池田 新田牧場 ４７８－ ６１：５４．３ １．６�

２３ メイショウセレット 牡４栗 ５７ 四位 洋文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７６＋ ４１：５４．５１� １０．２�
４７ ヘネシーワールド �４栗 ５７

５４ ▲中村 将之平井 裕氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４５０＋ ６１：５４．６クビ ２３．９�
３４ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ７．３�
７１３ オーディンズアイ �５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 後藤 由之 追分 追分ファーム ４８８＋ ４１：５４．８１� ７１．９�
４６ � グラスアフリート 牡８鹿 ５７ 中舘 英二半沢� 増本 豊 静内 矢野牧場 ５０６－ ２１：５４．９� ２８．３�
５９ � リネンメイン 牡７鹿 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ５２２＋ ２１：５５．０クビ １２５．３	
７１２ キングバッハ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７２± ０１：５５．４２� １３６．１

８１５ ダイゴキリンジ 牡４鹿 ５７

５５ △吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B４６０＋ ４１：５５．５� １３３．２�
６１１ ニシノミサイル 牡９鹿 ５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 石栗 龍彦 鵡川 西山牧場 ５０６＋ ４１：５５．６� ６９．１�
２２ � マコトエンペラー 牡６芦 ５７ 橋本 美純眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４６４＋１０ 〃 クビ ６０．０
８１４

�
�
� ボトムフィッシャー 牡５青鹿 ５７

５５ △鮫島 良太平井 卓志氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム B４６０－１２１：５６．０２� ６４．０�
６１０ ヴァクストゥーム �７鹿 ５７ 鹿戸 雄一サウスニア� 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：５６．２１ ９４．５�
３５ ハナタツマキ 牝５芦 ５５ 北村 浩平松本 俊廣氏 西塚 安夫 門別 天羽 禮治 B４８８－ ６１：５６．６２� ４７１．８�
５８ アサクササンジャ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２８＋２２ 〃 ハナ ４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８６４，２００円 複勝： １６，８６０，９００円 枠連： １７，９９７，０００円

普通馬連： ５４，８２１，０００円 馬単： ５３，４５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７４０，８００円

３連複： ５６，７０３，９００円 ３連単： １７６，９４２，２００円 計： ４１０，３８９，５００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（１－２） ５７０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６８０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� １０，３００円

票 数

単勝票数 計 １５８６４２ 的中 � ８１０１０（１番人気）
複勝票数 計 １６８６０９ 的中 � ６７８６７（１番人気）� １４１６７（４番人気）� ９８４５（５番人気）
枠連票数 計 １７９９７０ 的中 （１－２） ２３３４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４８２１０ 的中 �� ６１８９５（３番人気）
馬単票数 計 ５３４５９５ 的中 �� ４３３６９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７４０８ 的中 �� １３３３９（３番人気）�� ６３３１（５番人気）�� ２０４１（１６番人気）
３連複票数 計 ５６７０３９ 的中 ��� １２１５８（８番人気）
３連単票数 計１７６９４２２ 的中 ��� １２６８１（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．４―４９．６―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．７―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピッチサイドトーク �
�
父 ウォーニング �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００３．６．２９ 福島１着

２００１．４．１３生 牡５鹿 母 ホ イ ッ ス ル 母母 ゴールデンサッシュ １２戦３勝 賞金 ３９，５５２，０００円
〔発走状況〕 ハナタツマキ号は，発進不良。
〔３走成績による出走制限〕 ハナタツマキ号は，平成１８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。
（非抽選馬） １頭 リキサンタイガー号



１３０３４ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第１０競走 ��１，４００�
よ ね や ま

米 山 特 別
発走１４時５５分 （芝・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１３� リキアイダンディ 牡５鹿 ５７ 小牧 太高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４７０＋ ４１：２２．４ ４．５�

２４
�
�
� スズヨバクシンオー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７４＋ ２１：２２．７２ １０．３�
６１２ ハイビスカス 牝４黒鹿５５ 中舘 英二荒井 壽明氏 和田 正道 門別 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ８１：２２．８� １４．４�
１１ ヒョウタンジマ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４６０－ ２１：２２．９クビ ３．４�
５１０�� ストローズティック 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一武田 茂男氏 野村 彰彦 三石 萩澤 俊雄 ４６６± ０１：２３．０� ５．３�
６１１	 アグネスドーン 
５鹿 ５７ 四位 洋文渡辺 孝男氏 的場 均 米 Ashford Stud ４７２＋ ２１：２３．２１� ３３．８�
３６ 	 ヴ イ プ ラ ド 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹木浪 巖氏 岩戸 孝樹 米 Green Hill Stud

International ４９２－ ４１：２３．３� １１．６	
３５ �� アドマイヤソニック 牡６鹿 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 鹿戸 幸治 早来 ノーザンファーム B４６８± ０１：２３．４クビ ４８．７

４８ � トーセンエタニティ 牡６鹿 ５７ 小島 太一島川 �哉氏 佐々木亜良 静内 石川 栄一 ５２２＋ ８１：２３．５� ４５．２�
４７ 	 フリーダムホーク 
５芦 ５７ 石橋 脩藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Eureka Thor-

oughbred Farm ４７４－２４１：２３．６� １５．４
７１４� スイートオカリナ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４３２＋１６ 〃 クビ ２７２．１�
８１５ ニシノツキカゲ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４８４－ ２１：２３．８１� １０．０�
１２ �� オースミサムソン 牡４青鹿５７ 松田 大作�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４４４－ ６１：２３．９� ４７．３�
８１６	� ク ノ ッ ソ ス 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太渡邊 隆氏 上原 博之 愛 T. Watanabe ４２６－１８１：２４．１１� ５６．３�
２３ プレミアシチー 牡４栗 ５７ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 鹿戸 明 三石 幌村牧場 ４８６＋ ６１：２４．２� ６３．７�
５９ カシマワールド 牡５鹿 ５７ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 様似 富田 恭司 ４１２＋ ４１：２４．４１ ３１８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６７２，０００円 複勝： １６，３６３，４００円 枠連： １９，３７８，９００円

普通馬連： ６９，３６４，５００円 馬単： ５６，９０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４７１，６００円

３連複： ７４，７９６，２００円 ３連単： １９１，２４４，９００円 計： ４５９，１９６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ３５０円 � ３７０円 枠 連（２－７） ２，９１０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，４５０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 ��� ６９，９１０円

票 数

単勝票数 計 １２６７２０ 的中 � ２２２７６（２番人気）
複勝票数 計 １６３６３４ 的中 � ２６１５３（２番人気）� １１５８５（５番人気）� １０８１２（６番人気）
枠連票数 計 １９３７８９ 的中 （２－７） ４９２９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６９３６４５ 的中 �� １６１５１（１２番人気）
馬単票数 計 ５６９０４６ 的中 �� ８７０６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４７１６ 的中 �� ４０２０（１２番人気）�� ３１３８（１６番人気）�� ２１６９（２６番人気）
３連複票数 計 ７４７９６２ 的中 ��� ４１６２（４４番人気）
３連単票数 計１９１２４４９ 的中 ��� ２０１９（２０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．４―５８．１―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ・（１４，１５）４，１３（７，１２）６，１１，１（５，１６）（３，９）（２，８）１０ ４ ・（１４，１５）（４，１３）－（７，１２）６，１，１１，５（２，１６）３（８，９，１０）

勝馬の
紹 介

�リキアイダンディ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タイトスポット

２００１．４．１１生 牡５鹿 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー ４戦２勝 賞金 １８，４３９，０００円
地方デビュー ２００４．１０．２６ 門別 ［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 プレミアシチー号は，平成１８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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルクストレイン号・トウカイボナンザ号・ホシノペンタゴン号
（非抽選馬） ３頭 ゾーンモーメント号・マイネルオクテット号・マイネルセネター号



１３０３５ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第１１競走 ��２，０００�第２８回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時３０分 （芝・左・外）

４歳以上，１７．５．７以降１８．４．３０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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

３５ オースミグラスワン 牡４栗 ５５ 四位 洋文�オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５３４＋ ４１：５９．１ ３．８�

４７ � カナハラドラゴン 牡８鹿 ５６ 大西 直宏寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８０－ ４１：５９．４２ ３１．５�
５９ エルカミーノ 牡８黒鹿５１ 小林 淳一臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４１：５９．６１� １６２．５�
６１２� シェイクマイハート 牡６芦 ５３ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ １３５．７�
５１０� エイシンドーバー 牡４栗 ５５ 藤岡 佑介平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-

ana Farm ４４８－ ４ 〃 アタマ ５．２�
１２ � コンゴウリキシオー 牡４鹿 ５６ 中舘 英二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０６＋ ２１：５９．７クビ １２．７	
８１５� グラスボンバー 牡６黒鹿５７．５ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８０－ ８１：５９．８� ５．７

６１１� コスモオースティン 牡４鹿 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８２± ０１：５９．９クビ ３４．２�
７１３ シルクネクサス 牡４栗 ５４ 石橋 脩有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２＋ ４２：００．１１� ２８．２�
２３ � アサクサキニナル 牡７鹿 ５４ 柴山 雄一田原源一郎氏 松山 康久 米 Mr. & Mrs. T.

M. Foreman III ４９０－ ６ 〃 クビ １９．７
３６ � ホオキパウェーブ 牡５黒鹿５８ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 アタマ １１．２�
１１ ヴィータローザ 牡６栗 ５８ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２２：００．２クビ １２．３�
８１６� カンファーベスト 牡７黒鹿５６ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７０± ０２：００．４１� １５．５�
７１４ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５６ 小野 次郎井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ３４．８�
４８ � フサイチアウステル 牡４鹿 ５６ 上村 洋行関口 房朗氏 池江 泰寿 米 Edward P.

Evans ４８４＋ ６２：００．８２� ８．２�
２４ エリモシャルマン 牡７栗 ５２ 田中 克典山本 敏晴氏 田所 清広 えりも えりも農場 ５２０－１０２：０１．１１	 ２７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，０５２，８００円 複勝： ８２，４９８，２００円 枠連： ７８，５８０，４００円

普通馬連： ４８４，６６５，９００円 馬単： ２５８，２５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，１４０，２００円

３連複： ４３５，９４１，６００円 ３連単： ８７９，９９５，４００円 計： ２，３７０，１２９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ７１０円 � ２，５８０円 枠 連（３－４） １，１６０円

普通馬連 �� ７，２００円 馬 単 �� ７，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� ７，８７０円 �� １５，２００円

３ 連 複 ��� ２７０，８２０円 ３ 連 単 ��� １，０４７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ５３０５２８ 的中 � １１２４０３（１番人気）
複勝票数 計 ８２４９８２ 的中 � １７２９７５（１番人気）� ２６１８５（１０番人気）� ６６４４（１４番人気）
枠連票数 計 ７８５８０４ 的中 （３－４） ５００６０（６番人気）
普通馬連票数 計４８４６６５９ 的中 �� ４９６９５（２９番人気）
馬単票数 計２５８２５５４ 的中 �� ２４１４８（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７１４０２ 的中 �� １１３１６（２９番人気）�� ３０１７（７７番人気）�� １５５４（８６番人気）
３連複票数 計４３５９４１６ 的中 ��� １１８８（３３４番人気）
３連単票数 計８７９９９５４ 的中 ��� ６２０（１７１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．９―１１．５―１２．５―１２．３―１１．７―１１．６―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３６．１―４７．６―１：００．１―１：１２．４―１：２４．１―１：３５．７―１：４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ ２，１１（８，１０，１３，１６）（１５，１４）（３，１２）（４，７）（１，９）６，５ ４ ２，１１（８，１０，１３，１６）（３，１５，１４）（１，７，１２）（４，９）（６，５）

勝馬の
紹 介

オースミグラスワン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００４．１０．１７ 京都１着

２００２．３．３１生 牡４栗 母 ホッコーオウカ 母母 ランズプロント １１戦５勝 賞金 １１４，４３９，０００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。
（非抽選馬） １頭 ヤマニンメルベイユ号



１３０３６ ５月６日 晴 良 （１８新潟１）第３日 第１２競走 ��１，２００�
た か だ じ ょ う

高 田 城 特 別
発走１６時１０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

５８ � ゴッドヘイロー 牡６青鹿５７ 上村 洋行 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１０－ ２１：１２．３ ２．５�

２３ � ハリアーズリベンジ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信藤田与志男氏 武藤 善則 米 Berkshire
Stud B４４６＋ ２１：１３．０４ ２５．６�

３５ タイキフェアレディ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文�大樹ファーム 藤沢 則雄 大樹 大樹ファーム ５３６－ ２ 〃 ハナ ２．６�
６１１� ダイシンチャンス 牡５芦 ５７ 高橋 亮大八木信行氏 太宰 義人 米 Lothenbach

Stables Inc ５００＋ ６１：１３．１� ３６．０�
７１２� マチカネモエギ 牡５栗 ５７ 小牧 太細川 悦男氏 南井 克巳 新冠 村上牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２７．８�
３４ � エキサイトアルダン 	６芦 ５７ 村田 一誠青山 洋一氏 森 秀行 米 Rick Kaster &

Nancy Kaster ４６８＋ ２１：１３．３１ ４９．６	
１１ �� アグネスケイオー 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 アタマ １２．１

８１５ ケージーエリシオ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大川井 五郎氏 安達 昭夫 新冠 岩見牧場 ４８８± ０１：１３．５１� １３６．９�
２２ � ピュアインラヴ 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉前田 幸治氏 太宰 義人 米

Lantern Hill Farm
LLC, Bill Punk &
Philip DiLeo

４５８－ ６ 〃 クビ ２１４．７�
６１０ エンドジョーカー 牡４鹿 ５７ 鹿戸 雄一伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４３８＋ ４１：１３．７１ １３１．６
８１４�� ドリームスペクター 牡６青鹿５７ 田中 勝春津村 靖志氏 河野 通文 米 Twin Hopes

Farm, Inc. ４７８＋ ６ 〃 クビ ６．６�
４７ � ワンダーリッジ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一山本 信行氏 湯浅 三郎 米 Green Hill Stud

International ４８６＋ ３１：１３．８
 １００．３�
４６ � フ ェ ー ヴ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩伊達 秀和氏 高橋 祥泰 米 Hidekazu

Date B４６８± ０１：１４．１１
 ８１．４�
７１３�� バンダムハリアー 牡４栗 ５７ 中舘 英二山科 統氏 国枝 栄 浦河 丸幸小林牧場 B５１０－ ６１：１４．９５ ５５．７�
５９ � アドミラルサンド 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太木稲 安則氏 佐藤 正雄 新冠 木稲牧場 ５２４＋ ８１：１５．１１� １８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９１３，４００円 複勝： ２３，８１０，２００円 枠連： ２８，９８１，２００円

普通馬連： １０９，８３９，０００円 馬単： ８６，２０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７７７，７００円

３連複： １００，２２０，５００円 ３連単： ２６８，１６５，０００円 計： ６６３，９１４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � １３０円 枠 連（２－５） ２，４１０円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� １７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １４，１５０円

票 数

単勝票数 計 １９９１３４ 的中 � ６３４３４（１番人気）
複勝票数 計 ２３８１０２ 的中 � ５２２９０（２番人気）� ９７５７（６番人気）� ６５４２５（１番人気）
枠連票数 計 ２８９８１２ 的中 （２－５） ８９０８（８番人気）
普通馬連票数 計１０９８３９０ 的中 �� ２４５７３（１０番人気）
馬単票数 計 ８６２０７７ 的中 �� １６１３６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７７７７ 的中 �� ５３９５（１２番人気）�� ５４６７６（１番人気）�� ６７９５（８番人気）
３連複票数 計１００２２０５ 的中 ��� ３５４１２（４番人気）
３連単票数 計２６８１６５０ 的中 ��� １３９９６（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．８―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．８―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴッドヘイロー �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 Woodman

２０００．５．１１生 牡６青鹿 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン １６戦３勝 賞金 ３４，５２０，０００円
初出走 JRA ［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 シルクエレメント号・パープルコブラ号
（非抽選馬） ２頭 ダイワインパクト号・トウショウクリーム号



（１８新潟１）第３日 ５月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２２１，５１０，０００円
１９，４９０，０００円
１，７６０，０００円
１，３２０，０００円
２，３７０，０００円
２３，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４０８，０００円
４，９２６，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
１８６，６１０，２００円
２３３，９１７，３００円
２５９，１３０，９００円
１，０２１，４４４，９００円
７９５，１６５，７００円
２５６，２７７，５００円
１，１５０，９８０，０００円
１，５１６，３４７，５００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 ５，４１９，８７４，０００円

総入場人員 １８，８８２名 （有料入場人員 １７，２２９名）




