
１３０２５ ５月１０日 曇 良 （２０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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

８１４ マイネアクトナイン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２６－ ２１：１３．６ ８．７�

２３ セイウンメイリー 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 健西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 ４６２－１２１：１３．８１� ２．４�

７１２ オーシャンウインド 牝３栗 ５４ 高山 太郎小野森浩之氏 中島 敏文 新冠 飛渡牧場 ４５４＋ ２１：１４．１１� ２７７．７�
６１１ ベルモントボニータ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４７８－ ４１：１４．３１� ２９．４�
７１３ ビッグローズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４００± ０ 〃 ハナ ２６．３�
１１ メイショウルシェロ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２０＋ ４１：１４．４クビ ７０．３	
３５ ブライダルブーケ 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康下河
行雄氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４８２ ―１：１４．５� ３．０�
４６ サ ル ラ 牝３黒鹿５４ 中村 将之北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４６２－ ６１：１４．６� ２７．７
５８ マイティーウラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人世賀 聖啓氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４２０－ ６１：１４．７� ２９．９�
８１５ サマーシルクロード 牝３栗 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４２２－ ２１：１４．９１� ３５．４�
４７ ハローマリリン 牝３栗 ５４ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４３８－ ８１：１５．５３� ４９．９�
２２ タガノマルゲリータ 牝３青鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－ ６１：１５．７１ １０１．３�
５９ ミキノヨウセイ 牝３黒鹿５４ 上野 翔谷口 久和氏 柴田 政見 浦河 猿橋 義昭 ４６２± ０１：１７．８大差 ５９．０�
６１０ アンクレットブーツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 門別 森永 直幸 ４６６－ ２１：１８．５４ ８．５�
３４ カサブランカリリー 牝３青 ５４

５１ ▲三浦 皇成有限会社シルク二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４２６ ―１：１８．８１� ２７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，１４８，２００円 複勝： １４，４２８，１００円 枠連： ８，８１８，７００円

普通馬連： ３０，２６４，０００円 馬単： ２９，８９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５２８，２００円

３連複： ５４，２１９，５００円 ３連単： 発売なし 計： １５８，３０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ４，６１０円 枠 連（２－８） ５３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２３，４４０円 �� ９，６９０円

３ 連 複 ��� ７１，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０１４８２ 的中 � ９２０７（４番人気）
複勝票数 計 １４４２８１ 的中 � １４４７６（３番人気）� ５５０８８（１番人気）� ４５６（１５番人気）
枠連票数 計 ８８１８７ 的中 （２－８） １２４６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０２６４０ 的中 �� ３０６３０（２番人気）
馬単票数 計 ２９８９８２ 的中 �� １０７５９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５２８２ 的中 �� ９９７７（２番人気）�� １００（８６番人気）�� ２４３（６４番人気）
３連複票数 計 ５４２１９５ 的中 ��� ５６２（１３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．９―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．４―４８．３―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネアクトナイン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１１．２４ 京都４着

２００５．４．１６生 牝３鹿 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ ７戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔制裁〕 サマーシルクロード号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノヨウセイ号・アンクレットブーツ号・カサブランカリリー号は，平成２０年６月１０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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エーシンハンドフル号・ケイエスブーケ号・トーアセシール号・プリンセスマロン号



１３０２６ ５月１０日 曇 良 （２０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２０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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

６９ メガロスバンダム 牡３鹿 ５６ 小牧 太山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４８８－１０１：５５．９ １４．２�

２２ ウィザードブラスト 牡３黒鹿５６ 幸 英明臼田 浩義氏 上原 博之 門別 日高大洋牧場 ４９４－ ８１：５６．１１� ２．６�
４５ ライトニングラン 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真 �ノースヒルズマネ
ジメント 武 邦彦 三石 土居 忠吉 ５１２－ ４１：５６．３１� ４３．６�

４４ トキメキボストン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ５．５�
７１０ スパークルシチー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４７０ ―１：５６．７２� ３２．６�
１１ ウインオーシャン 牡３栗 ５６ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 静内 矢野牧場 ５３２± ０１：５７．０２ ３７．６	
５６ リアルパラダイス 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎武藤 善吉氏 境 征勝 静内 岡田 猛 B４７６－ ４１：５７．１� ９．５

７１１ カワキタフウジン 牡３栗 ５６ 池添 謙一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３．８�
６８ マイソールガイ 牡３栃栗５６ 古川 吉洋五影 隆則氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４４４－ ４１：５７．３１ ６２．１�
５７ ミッキーアデュー 牡３鹿 ５６ 松田 大作三木 久史氏 中尾 秀正 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５４＋ ２１：５７．６１� １２．３
８１３ カラヒサール 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康石瀬 浩三氏 清水 英克 門別 高山牧場 ４３６－ ４１：５８．１３ ２４．４�
３３ グランドツインクル 牝３鹿 ５４ 中村 将之�グランド牧場 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４８８－ ２１：５８．４２ ４７．１�
８１２ ロイヤルパーム 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 門別 下河辺牧場 ４９０－１８１：５８．８２� ５９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，９２８，６００円 複勝： １３，２４１，０００円 枠連： ８，４６２，５００円

普通馬連： ２６，３３６，４００円 馬単： ２６，４４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８，４３２，３００円

３連複： ４０，８３３，５００円 ３連単： 発売なし 計： １３３，６８１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ４００円 � １３０円 � ９００円 枠 連（２－６） １，５８０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ３，７２０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ２４，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９９２８６ 的中 � ５５４０（６番人気）
複勝票数 計 １３２４１０ 的中 � ６８１８（６番人気）� ４３１０３（１番人気）� ２６５５（９番人気）
枠連票数 計 ８４６２５ 的中 （２－６） ３９７７（７番人気）
普通馬連票数 計 ２６３３６４ 的中 �� ８１７１（９番人気）
馬単票数 計 ２６４４７２ 的中 �� ３８８８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４３２３ 的中 �� ２３３８（９番人気）�� ５４３（３７番人気）�� ９６２（２３番人気）
３連複票数 計 ４０８３３５ 的中 ��� １２３６（７５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．９―１４．３―１３．８―１３．０―１２．６―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．７―５１．０―１：０４．８―１：１７．８―１：３０．４―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メガロスバンダム �
�
父 ダンシングカラー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００８．３．２２ 阪神８着

２００５．４．２３生 牡３鹿 母 ダイカツアゲイン 母母 カツラトウシヨウ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



１３０２７ ５月１０日 曇 良 （２０新潟１）第３日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

１１ マイネルピリアー 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０１：２３．２ ３．２�

８１５ タンホイザー 牡３青 ５６ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４６６－１４ 〃 クビ ８．５�
７１３ マイネルカルナバル 牡３青鹿５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：２３．４１� ２．４�
４７ ドンマルゴー 牡３鹿 ５６ 中村 将之山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４４６± ０１：２３．６１� ９．７�
８１６ ダンツシュート 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎山元 哲二氏 橋本 寿正 静内 出羽牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ７３．３�
３６ ジャルダンドゥモネ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４１４＋ ４１：２３．７クビ １０２．０�
４８ エムオーヒーロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成大浅 貢氏 清水 英克 大樹 大樹ファーム ４４０－ ２１：２３．８� ８．０	
３５ ホクセツアイアン �３鹿 ５６ 太宰 啓介平島 尚武氏 藤沢 則雄 新冠 タニグチ牧場 ４８６ ―１：２４．０１ １６０．５

５１０ オメガユーロスター 牡３黒鹿５６ 田中 剛原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５０－１４１：２４．１� １０８．２�
１２ フクノブリング 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４４２＋ ４ 〃 アタマ ２２．４�
２３ クリーンドンダケ 牡３鹿 ５６ 田面木博公石橋 和夫氏 蛯名 信広 新冠 辻 和明 ４７０－ ４ 〃 クビ ２３．０
２４ トーセンダズル 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹島川 �哉氏 鈴木 勝美 三石 原口牧場 ４５６ ―１：２４．７３� ５３．５�
７１４ クリアーライト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７０＋１０１：２５．０２ １２２．０�
５９ ゲットザドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介飯田 政子氏 粕谷 昌央 静内 千代田牧場 ４２０± ０ 〃 クビ ８９．９�
６１１ ハナヨリタンゴ 牝３青 ５４ 高山 太郎村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４２８－ ４１：２５．１クビ １０１．３�
６１２ シ ロ ッ ポ 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 様似 能登ファーム ３８６± ０１：２５．４１� ２８６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２６１，４００円 複勝： １１，９０８，６００円 枠連： １０，２８６，１００円

普通馬連： ２５，３５４，１００円 馬単： ２９，７１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０８４，０００円

３連複： ４４，８３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： １４２，４４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（１－８） １，１３０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０２６１４ 的中 � ２６０２５（２番人気）
複勝票数 計 １１９０８６ 的中 � ２３７５３（２番人気）� ８８２０（５番人気）� ４０６８９（１番人気）
枠連票数 計 １０２８６１ 的中 （１－８） ６７５２（５番人気）
普通馬連票数 計 ２５３５４１ 的中 �� １０６０３（７番人気）
馬単票数 計 ２９７１６１ 的中 �� ８７３３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００８４０ 的中 �� ４４４９（５番人気）�� ２６８６８（１番人気）�� ５８８８（３番人気）
３連複票数 計 ４４８３３９ 的中 ��� ２９９９０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３４．９―４７．２―５９．３―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
３ ・（７，８）（６，１３）１６（１，５，１４，１０）（２，４，９，１２）－（３，１５）１１ ４ ・（７，８）１３（６，１６）（１，５，１４，１０）（２，４，９，１２）（３，１５）－１１

勝馬の
紹 介

マイネルピリアー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２００７．７．７ 阪神１４着

２００５．５．１９生 牡３黒鹿 母 アイコマクィーン 母母 ベ ラ ９戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円



１３０２８ ５月１０日 曇 良 （２０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２０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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

８１３� ティグフォルテ 牡３栗 ５６ 松田 大作�嶋 哲氏 藤原 英昭 米 Boyd Lynch ４７６－ ２１：５５．８ ７．７�

２２ フサイチワイバーン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲三浦 皇成関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４９８ ― 〃 ハナ ４．６�

７１１ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４４８－ ２１：５６．７５ ２．０�
５６ サファリボス 牡３青鹿５６ 江田 照男熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 静内 船越 英治 B４６２± ０１：５７．０２ １８．５�
７１０ オースミユニバース 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真�オースミ 武 邦彦 浦河 太陽牧場 ４６８－１４ 〃 クビ ３７．０�
３３ シルクレボルシオン 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５４± ０１：５７．７４ １３．７�
４４ ニシノグレキング �３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 B４６０－ ４１：５７．８� ６．５	
５７ プ ル チ ェ ラ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一
三嶋牧場 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４４４－１４１：５７．９� ７３．０�
４５ アスターヘイロー 牡３黒鹿５６ 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 ４７６ ―１：５８．３２� ６９．７�
６９ ハッピーチアーズ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広
グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４３４± ０１：５８．７２� ２７．０
６８ トーホウモアー 牡３鹿 ５６ 中村 将之東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４９０ ―１：５８．８クビ ７３．３�
８１２ タ ケ チ ヨ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新冠 坂元牧場 B４７０＋ ４１：５９．４３� １４０．８�
１１ ハ ニ カ ミ 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介内藤 好江氏 谷原 義明 青森 諏訪牧場 ４４６－１０２：００．４６ １０５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，３８０，５００円 複勝： １３，３５４，７００円 枠連： ９，００８，４００円

普通馬連： ２６，５００，１００円 馬単： ２９，３４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８１４，７００円

３連複： ４２，９３９，６００円 ３連単： 発売なし 計： １４１，３４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－８） ２，５７０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ４，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ４２０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０３８０５ 的中 � １０７２５（４番人気）
複勝票数 計 １３３５４７ 的中 � １０２５６（４番人気）� １４６６１（３番人気）� ５６１０１（１番人気）
枠連票数 計 ９００８４ 的中 （２－８） ２５９１（９番人気）
普通馬連票数 計 ２６５００１ 的中 �� ８６１３（８番人気）
馬単票数 計 ２９３４５７ 的中 �� ４９５８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８１４７ 的中 �� ２３３３（１１番人気）�� ５８２３（３番人気）�� １００１３（２番人気）
３連複票数 計 ４２９３９６ 的中 ��� １９９１８（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．０―１４．２―１３．６―１３．０―１３．１―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．１―５１．３―１：０４．９―１：１７．９―１：３１．０―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．９
１
３
１３，９（４，１１）（６，１０，１２）－２－３，７－５，１，８
１３（９，１１）４（６，１２）（３，５，１０，２）－（７，８）１

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

勝馬の
紹 介

�ティグフォルテ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Tejano デビュー ２００８．４．２０ 阪神１１着

２００５．１．１８生 牡３栗 母 Tigresa 母母 Tiff’s Decorated ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ハッピーチアーズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハッピーチアーズ号は，平成２０年６月１０日まで出走できない。



１３０２９ ５月１０日 曇 良 （２０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５０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

２：００．７
１：５６．４

良

良

１１ ク ヴ ァ ル ダ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ６２：０２．９ ２．６�

５９ コスモスプラッシュ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４０８± ０２：０３．０� ２０．２�
１２ アストレアピース 牝３栗 ５４ 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 向別牧場 ４０８－ ２２：０３．２１� １６．１�
６１１ ジェイケイクリス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４４４－ ２２：０３．３� ４．５�
７１４ ハートスプリンクル 牝３鹿 ５４ 小牧 太山本 英俊氏 石坂 正 静内 グランド牧場 ４４８－ ６２：０３．４� １２．６�
３６ サンワードヒラリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人古谷 敏明氏 中川 公成 新冠 村田牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ８０．０�
８１６ ゼッコウチョウ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎伊藤 信之氏 増本 豊 静内 増本牧場 ３９８＋ ２ 〃 ハナ ７５．０	
３５ アサヒバイブル 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 白井牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ２３３．１

４８ スズカエルマンボ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４２－ ４ 〃 ハナ ６１．７�
２３ メイショウベーネ 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３０± ０２：０３．５クビ ９．２�
４７ ダンスセレクション 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成スター・ホースメンズクラブ 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ８ 〃 クビ ５．３
２４ ガッテンヒメ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 B４５０－ ６２：０４．０３ ３５．７�
６１２ スイートコルドバ 牝３青 ５４ 幸 英明シンボリ牧場 久保田貴士 静内 シンボリ牧場 ４６０ ―２：０４．４２� ２３．９�
８１５ マウイジャカランダ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 静内 カントリー牧場 ４１４± ０２：０４．８２� ３７．６�
７１３ マロトウショウ 牝３栃栗５４ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２ ―２：０５．２２� １０１．４�
５１０ ダイワルビー 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介大城 敬三氏 中野渡清一 三石 幌村牧場 B４６８－ ４２：０５．５１� １９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３６２，４００円 複勝： １４，２０１，９００円 枠連： １１，９９６，１００円

普通馬連： ３１，５６６，９００円 馬単： ３２，２９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，００３，３００円

３連複： ５０，３２８，７００円 ３連単： 発売なし 計： １６２，７５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � ２８０円 枠 連（１－５） １，８１０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ７１０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２３６２４ 的中 � ３８７３０（１番人気）
複勝票数 計 １４２０１９ 的中 � ３０７２５（２番人気）� ９１０１（６番人気）� １２０１５（４番人気）
枠連票数 計 １１９９６１ 的中 （１－５） ４８９４（８番人気）
普通馬連票数 計 ３１５６６９ 的中 �� ８１８５（９番人気）
馬単票数 計 ３２２９３１ 的中 �� ６１９１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０００３３ 的中 �� ２１３５（１２番人気）�� ３５９２（８番人気）�� １６５４（１６番人気）
３連複票数 計 ５０３２８７ 的中 ��� ６５２３（１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．１―１２．７―１３．２―１２．８―１２．３―１２．５―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．５―４８．２―１：０１．４―１：１４．２―１：２６．５―１：３９．０―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ヴ ァ ル ダ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．２ 阪神５着

２００５．１．３１生 牝３鹿 母 サンシャインステラ 母母 ステラスポート ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 クヴァルダ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



１３０３０ ５月１０日 曇 良 （２０新潟１）第３日 第６競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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
１：３１．５

良

良

６１１ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５００－ ６１：３４．４ １．６�

２４ ビルトミーアップ 牝３鹿 ５４
５３ ☆田中 博康飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４４－ ２１：３５．０３� ２８．５�

４８ トライアルシチー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 山春牧場 ４７２± ０１：３５．１� １１０．８�
３５ ユキノペガサス 牡３青鹿５６ 古川 吉洋井上 基之氏 南井 克巳 浦河 吉田 又治 ４６８－ ４ 〃 アタマ ３８．７�
１２ ドリームドリーマー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B４６４－ ２１：３５．４１� ９．３�
８１５ アドマイヤマイン 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：３５．８２� ２７．２�
７１４ ミスシドニー 牝３黒鹿５４ 中村 将之川又 政之氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４２４－１６ 〃 アタマ ５０．９	
７１３ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 B４４０＋ ２１：３５．９� １９．４

５９ エヌティースター 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １６９．１�

１１ ゴルディオス 牡３芦 ５６ 村田 一誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ５．０
４７ デルマカペラ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４５０＋ ４１：３６．２１� ３４５．９�
３６ サクレクール 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３４－ ８１：３６．３� １５７．７�
２３ トーセンドラクロワ 牡３青鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５３０ ―１：３６．６１� １５．４�
５１０ サンオールイン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二竹内十志夫氏 昆 貢 静内 聖心台牧場 ４９０＋ ６１：３６．８１� ３２．８�
８１６ ランドプレミアム 牡３黒鹿５６ 上野 翔木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２± ０１：３７．１２ ２８１．１�
６１２ ラビングトスカーナ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一釘田 秀一氏 小桧山 悟 門別 碧雲牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ２７２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６６４，９００円 複勝： ２０，１１０，６００円 枠連： １０，２４８，６００円

普通馬連： ２７，３８４，０００円 馬単： ３４，５２４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２９４，２００円

３連複： ４７，４０７，５００円 ３連単： 発売なし 計： １５９，６３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � ２，２３０円 枠 連（２－６） ６６０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ２，８１０円 �� ２３，１５０円

３ 連 複 ��� ４４，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０６６４９ 的中 � ５５８３５（１番人気）
複勝票数 計 ２０１１０６ 的中 � １２８５９２（１番人気）� ５８３３（６番人気）� ９１０（１２番人気）
枠連票数 計 １０２４８６ 的中 （２－６） １１６０９（３番人気）
普通馬連票数 計 ２７３８４０ 的中 �� １４８６８（５番人気）
馬単票数 計 ３４５２４２ 的中 �� １５２１８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２９４２ 的中 �� ３８８０（５番人気）�� ７９４（２４番人気）�� ９４（７９番人気）
３連複票数 計 ４７４０７５ 的中 ��� ７７９（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．８―４７．９―１：００．０―１：１１．７―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス エ ズ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Alydar デビュー ２００７．７．２９ 小倉１５着

２００５．３．２４生 牡３鹿 母 マチカネアイーダ 母母 Lady’s Secret ６戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔制裁〕 ドリームドリーマー号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００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 シャープブルーベル号・トウカイデリシャス号
（非抽選馬） ３頭 ジェリーロラム号・セレクトキング号・メイショウシーマ号



１３０３１ ５月１０日 曇 良 （２０新潟１）第３日 第７競走 ２，２００�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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．７
２：１０．１

良

良

８１０ パルエクスプレス 牡６黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ４９８－ ４２：１４．４ １２．０�

８９ ディアーウィッシュ 牡４鹿 ５７
５６ ☆田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１８± ０２：１４．５� ３．６�

１１ テイエムセイラン 牡５青鹿５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ４．０�
７８ プレインセイリング 牡４鹿 ５７ 中舘 英二吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２２：１４．７１� ２．８�
７７ ドリームシーカー �６栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４５０－ ８ 〃 アタマ ８．４�
２２ ローレルナイト 牡５青鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗 �ローレルレーシング 池上 昌弘 えりも 熊沢牧場 ４４４＋１２２：１４．８� １１．７	
３３ � メイショウカレン 牝５鹿 ５５ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４９６± ０２：１５．１１� ２４．４

５５ � ス ラ ー ジ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰田所 英子氏 梅田 智之 静内 千代田牧場 ５３８＋ ５２：１５．２� ５５．７�
６６ � クリールスパーク 牡４栗 ５７

５４ ▲田中 健横山 修二氏 武 邦彦 浦河 丸幸小林牧場 ４８４＋ ２２：１５．３� １１１．５�
４４ ドングレイシー 牡６栗 ５７ 中村 将之山田 貢一氏 崎山 博樹 浦河 原 敏明 ５１４－ ８２：１６．５７ ９３．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ８，７００，６００円 複勝： １１，３６６，２００円 枠連： ８，１９７，１００円

普通馬連： ２３，０９８，９００円 馬単： ２９，８５３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７，５７４，５００円

３連複： ３８，１９９，３００円 ３連単： 発売なし 計： １２６，９９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � １７０円 枠 連（８－８） １，６５０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ８７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８７００６ 的中 � ５７５０（６番人気）
複勝票数 計 １１３６６２ 的中 � ６９５３（６番人気）� ３５４４４（１番人気）� １６３３９（３番人気）
枠連票数 計 ８１９７１ 的中 （８－８） ３６６９（７番人気）
普通馬連票数 計 ２３０９８９ 的中 �� ９０７８（１１番人気）
馬単票数 計 ２９８５３５ 的中 �� ５３５１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５７４５ 的中 �� ２６２０（１０番人気）�� ２０１６（１２番人気）�� ６０４７（３番人気）
３連複票数 計 ３８１９９３ 的中 ��� ８８１２（１３番人気）

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

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―３６．２―４９．０―１：０１．７―１：１４．４―１：２７．０―１：３９．３―１：５１．１―２：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パルエクスプレス �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 ホスピタリテイ デビュー ２００４．９．２０ 札幌９着

２００２．５．１５生 牡６黒鹿 母 パ ル フ ァ ン 母母 ヒ ロ リ ラ ２９戦３勝 賞金 ３９，７４０，０００円



１３０３２ ５月１０日 曇 良 （２０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 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

６１０ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４５２＋ ２１：５４．７ １３．２�

２３ イノチノアカリ 牝４栗 ５５ 池添 謙一小林 祥晃氏 武 邦彦 静内 服部 牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ ３．９�
１１ ウインフェイム 牝５栗 ５５ 古川 吉洋�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４６８± ０１：５４．８クビ ４．３�
３５ ロ ッ タ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘白井 繁夫氏 �田 研二 静内 静内白井牧場 ５００± ０１：５４．９� ２９．６�
４６ リカオーナイン 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４４４－ ４ 〃 クビ ３８．１�
８１４� ヨイチイースト 牝６栗 ５５ 梶 晃啓加藤 興一氏 保田 一隆 青森 一山牧場 ５１８－ ８１：５５．０クビ ４８．４	
２２ ラインジュエル 牝４芦 ５５ 中舘 英二大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４５２＋１０ 〃 クビ ３．６

３４ ニシノキンレンポ 牝４青 ５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４６２－ ６１：５５．１� ４２．６�
７１３ ツルミベレイザ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介�鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 吉田 隆 ４５０－ ６１：５５．２クビ ３６．０
４７ バーニングラブ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４２８－ ２ 〃 ハナ ９６．５�
５９ � ペルネティアナ 牝４栗 ５５

５４ ☆北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４２６± ０１：５５．４１� １５．４�
７１２ スズカゲラン 牝５青鹿５５ 河北 通永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ ２６．７�
６１１� ネイチャートレイル 牝４栗 ５５ 二本柳 壮吉田 勝己氏 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５６－１２１：５５．５クビ １４６．１�
５８ � ラードロアーム 牝４栗 ５５ 石橋 脩村中 徳広氏 伊藤 伸一 静内 静内フアーム ４４６－ ８１：５６．２４ ８１．５�
８１５ チャームピクチャー 牝４栗 ５５ 幸 英明タマモ� 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６２－ ４１：５６．５２ ６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０２４，６００円 複勝： １６，００１，７００円 枠連： １３，７０１，２００円

普通馬連： ３４，６８２，９００円 馬単： ３８，７１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８８６，７００円

３連複： ５９，４０２，５００円 ３連単： 発売なし 計： １８５，４１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－６） １，４８０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，３１０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１０２４６ 的中 � ６６２１（５番人気）
複勝票数 計 １６００１７ 的中 � １０３７３（５番人気）� ２８７９３（２番人気）� ２３５８１（３番人気）
枠連票数 計 １３７０１２ 的中 （２－６） ６８７８（６番人気）
普通馬連票数 計 ３４６８２９ 的中 �� ８６５５（１０番人気）
馬単票数 計 ３８７１５１ 的中 �� ３８１７（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８８６７ 的中 �� ３３５４（７番人気）�� ２１０２（１２番人気）�� ８６３０（３番人気）
３連複票数 計 ５９４０２５ 的中 ��� ７３４４（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．１―１２．６―１２．９―１３．２―１３．３―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．６―１：０１．５―１：１４．７―１：２８．０―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．０
１
３
５－１２，１５（６，７）（１０，１４）（４，３）（９，１３）１１，２，８，１
５（１２，１５）（６，７）－３（４，１０）（１３，１４，１）（９，１１）（２，８）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤミスティ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Generous デビュー ２００６．１２．９ 阪神５着

２００４．４．１８生 牝４鹿 母 アドマイヤエール 母母 Princesse Timide １８戦２勝 賞金 ２６，５４０，０００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 チノハテマデモ号



１３０３３ ５月１０日 曇 良 （２０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 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１３ オーソリティバイオ 牡４芦 ５７
５４ ▲三浦 皇成バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：４６．９ ２．５�

５７ � ピースメーカー 牡５芦 ５７
５６ ☆的場 勇人橘 八重子氏 加藤 敬二 三石 土田農場 ４８０－ ４１：４７．１１� ７．５�

７１１ ヤマニンイグナイト 牡５栗 ５７ 安藤 光彰土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ １４．０�
３３ アドマイヤサンサン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ５．５�
４５ サインオブゴッド 牡５栗 ５７ 大野 拓弥木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ １２．９�
８１２ テラモミリオネ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�寺田工務店 堀 宣行 新冠 森 牧場 ４５８－ ２１：４７．４１� ５．６�
４４ マイネルヴルメリオ 牡４黒鹿５７ 中村 将之 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５２２－ ６１：４７．８２� ３４．２	
６８ ヘンリーゴンドーフ �４栗 ５７ 中谷 雄太 
社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７０－１０１：４７．９クビ １２．０�
５６ ラードロランダム �４鹿 ５７ 西田雄一郎村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 木戸口牧場 ４７２－ ２１：４８．０� ７２．８�
７１０ マイネルスパーダ 牡５青鹿５７ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４１：４８．３２ １５．７
２２ キングブライト 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４７０± ０１：４９．６８ ９７．３�
１１ ブランスキー 牡４栗 ５７ 芹沢 純一片山 虔氏 新川 恵 静内 山際 智 ４８８± ０１：４９．８１� ２７４．１�
６９ ローランアントレ 牝５鹿 ５５ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 青森 諏訪牧場 ４９０＋ ４１：５０．０１ ８６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，０１４，４００円 複勝： ２１，０２７，２００円 枠連： １４，６１５，６００円

普通馬連： ４６，５２９，３００円 馬単： ３６，６９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５０２，６００円

３連複： ５３，７９８，６００円 ３連単： １６３，３００，６００円 計： ３６５，４８８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ７４０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ７４０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� ９，５８０円

票 数

単勝票数 計 １４０１４４ 的中 � ４４６１３（１番人気）
複勝票数 計 ２１０２７２ 的中 � ６３６５３（１番人気）� ２４０２５（３番人気）� １２８４９（８番人気）
枠連票数 計 １４６１５６ 的中 （５－８） １４７５３（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６５２９３ 的中 �� ３８２１２（３番人気）
馬単票数 計 ３６６９９９ 的中 �� １８００６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５０２６ 的中 �� １２７７７（３番人気）�� ５０００（７番人気）�� ２８６７（１６番人気）
３連複票数 計 ５３７９８６ 的中 ��� １３９１９（９番人気）
３連単票数 計１６３３００６ 的中 ��� １２５８１（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．０―１２．３―１２．４―１２．２―１１．８―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．６―４７．９―１：００．３―１：１２．５―１：２４．３―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．４
３ １１－７（２，９）３（１，１２）（４，８）１３，５（６，１０） ４ １１＝（７，９）（２，３）１２（１，４，８，１３）５（６，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーソリティバイオ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００６．８．２０ 札幌１着

２００４．２．４生 牡４芦 母 オーベルゲイド 母母 Anna Edes ４戦２勝 賞金 １６，２００，０００円



１３０３４ ５月１０日 曇 良 （２０新潟１）第３日 第１０競走 ��１，０００�
ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走１４時５５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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００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

５１０ ボ ム シ ェ ル 牝５栃栗５５ 太宰 啓介�ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４４６± ０ ５５．５ １４．４�

８１６ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４５０± ０ ５５．６� １４．１�
８１５ ディスパージョン 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６２＋ ６ ５５．８１� ２．３�
２３ チェリーフォレスト 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４４８－ ６ 〃 クビ ４．９�
６１１ ライトグローリー 牡４黒鹿５７ 幸 英明藤本 幸雄氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 ４７２＋１２ ５５．９� ２７．８�
１２ カルストントップオ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信清水 貞光氏 高木 登 門別 鹿戸 廣之 ４５４－ ６ 〃 クビ ５０．８	
６１２ プレシャスドロップ 牝５栗 ５５ 木幡 初広岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４４６± ０ ５６．１１ １４．４

３５ � マイグッドフェロー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４４０－１５ 〃 アタマ ７９．６�
５９ カルストンチーター 牡４青 ５７ 安藤 光彰清水 貞光氏 大根田裕之 様似 �村 伸一 ４５８－ ８ ５６．３１ １７８．９�
７１３ アルファジュリア 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹�貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１８＋ ２ 〃 クビ ５２．５
３６ 	 キングエルドラド 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗菅原 史博氏 堀井 雅広 米 Servel

Ranch, Inc. B４６４± ０ ５６．５１ ７６．６�
７１４	 セクシーザムライ 牝４栗 ５５ 津村 明秀�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc B４６６－ ６ ５６．８２ １８．８�
４８ バロンハーバー 牡５栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 平井 雄二 平取 二風谷ファーム ５０２＋１２ ５７．０１� ４７．０�
１１ � アーステンマリー 牝４栗 ５５ 丸田 恭介松山 増男氏 石毛 善彦 浦河 昭和牧場 ４０６－１２ 〃 クビ １２５．７�
４７ ベ イ リ ー フ 牡６栗 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４６４＋ ２ ５７．１� ８．３�
２４ ペ レ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠喜田 啓照氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４４８＋１０ ５７．８４ １０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６８３，３００円 複勝： １９，８１４，７００円 枠連： ２０，８１９，２００円

普通馬連： ６０，１４３，７００円 馬単： ４７，０６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６１６，５００円

３連複： ６８，６８５，７００円 ３連単： １８２，３２７，４００円 計： ４３２，１５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ２６０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，２２０円

普通馬連 �� ６，４００円 馬 単 �� １５，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ５５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 ��� ３９，４６０円

票 数

単勝票数 計 １６６８３３ 的中 � ９１５０（７番人気）
複勝票数 計 １９８１４７ 的中 � １６０８０（５番人気）� １７３８７（４番人気）� ６０３１６（１番人気）
枠連票数 計 ２０８１９２ 的中 （５－８） １２６０６（５番人気）
普通馬連票数 計 ６０１４３７ 的中 �� ６９４５（２５番人気）
馬単票数 計 ４７０６７２ 的中 �� ２３０４（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６１６５ 的中 �� ２２８８（２１番人気）�� ７６７０（４番人気）�� １０１１６（２番人気）
３連複票数 計 ６８６８５７ 的中 ��� １２０４４（１０番人気）
３連単票数 計１８２３２７４ 的中 ��� ３４１０（１０５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．８―１０．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３３．１―４３．８

上り４F４３．５－３F３３．２
勝馬の
紹 介

ボ ム シ ェ ル �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 Rahy デビュー ２００５．８．１３ 小倉３着（２位）

２００３．３．５生 牝５栃栗 母 マチカネナナエヤエ 母母 ウ イ ダ ー ド ２４戦２勝 賞金 ３６，３７１，０００円
〔発走状況〕 ペレ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻４分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ペレ号は，平成２０年５月１１日から平成２０年６月１日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教

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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アサクサヴェール号・カシマワールド号・ケイエスショーキ号・マルターズクラシカ号・レイザーバック号



１３０３５ ５月１０日 曇 良 （２０新潟１）第３日 第１１競走 ��２，０００�第３０回新 潟 大 賞 典（ＪｐｎⅢ）
発走１５時３０分 （芝・左・外）

４歳以上，１９．５．５以降２０．５．４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 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００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６栗 ５７ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５４２＋ ２１：５８．５ ５．２�

２４ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５４ 芹沢 純一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２６－ ６１：５８．９２� １４．３�

５１０ フィールドベアー 牡５鹿 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 ハナ １６．３�
１２ シルクネクサス 牡６栗 ５７ 北村 友一有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０２－ ４ 〃 ハナ １３．３�
８１６ スウィフトカレント 牡７青鹿５７．５ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １０．９�
６１１ バトルバニヤン 牡４栗 ５５ 石橋 脩津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７８－１０ 〃 アタマ ３８．９	
３６ ワンダースティーヴ 牡４黒鹿５４ 安藤 光彰山本 信行氏 小崎 憲 三石 米田牧場 ５１６－ ８１：５９．０� １８．０

７１４ サンライズマックス 牡４黒鹿５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４４＋ ４１：５９．１� ４．２�
４８ メトロシュタイン 牡４青鹿５４ 幸 英明太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１６－ ２１：５９．２� ２０．１�
５９ グラスボンバー 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８０－１０１：５９．４１ ４３．０
６１２ ブライトトゥモロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５１０－ ２ 〃 クビ ４．１�
１１ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５３ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０－ ６１：５９．５� ２４．２�
２３ � トレオウオブキング 牡７鹿 ５２ 田中 博康千葉 正人氏 清水 英克 門別 浜本 幸雄 ４６４－ ２２：００．０３ ８９．０�
４７ トウカイワイルド 牡６黒鹿５５ 中舘 英二内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ４２．６�
７１３� ピースオブラヴ 牝６黒鹿５１ 的場 勇人橘 八重子氏 加藤 敬二 静内 見上牧場 ４３４－ ２２：００．７４ ８７．２�
８１５ カンファーベスト 牡９黒鹿５７ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７０± ０２：０１．０１� ２３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，４９８，６００円 複勝： ８０，０５２，３００円 枠連： ６３，１４６，６００円

普通馬連： ４０２，２７４，３００円 馬単： ２０１，９７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，１８７，９００円

３連複： ４２６，３１８，７００円 ３連単： ８４０，３１７，９００円 計： ２，１５８，７７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � ３９０円 � ４７０円 枠 連（２－３） ３，１００円

普通馬連 �� ４，５５０円 馬 単 �� ８，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� １，８７０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� １８，３２０円 ３ 連 単 ��� １０３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ５６４９８６ 的中 � ８６５１４（３番人気）
複勝票数 計 ８００５２３ 的中 � １２７４５２（３番人気）� ４９９７２（５番人気）� ３９９６３（７番人気）
枠連票数 計 ６３１４６６ 的中 （２－３） １５０３８（１９番人気）
普通馬連票数 計４０２２７４３ 的中 �� ６５３５７（１９番人気）
馬単票数 計２０１９７５２ 的中 �� １７７７６（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８１８７９ 的中 �� １３６２５（１７番人気）�� １１６５３（２２番人気）�� ９４２５（２９番人気）
３連複票数 計４２６３１８７ 的中 ��� １７１７４（６０番人気）
３連単票数 計８４０３１７９ 的中 ��� ６００３（３０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．５―１２．３―１２．９―１２．９―１２．０―１１．１―１０．７―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３５．５―４７．８―１：００．７―１：１３．６―１：２５．６―１：３６．７―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３２．９
３ ６（４，１３）１０（２，１５）１１（１，８，１２）１６（９，３，１４，５）７ ４ ６，１３，４，１０（２，１５）（１，１１）（８，１２）（９，１６）（３，１４，５）７

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６栗 母 ホッコーオウカ 母母 ランズプロント ２６戦７勝 賞金 １９５，４３４，０００円
※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 ソーユアフロスト号・ピサノパテック号・フォルテベリーニ号・マイネルレーニア号



１３０３６ ５月１０日 曇 良 （２０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０５分 （ダート・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

３４ スリーサンフレンチ 牡５鹿 ５７ 幸 英明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋ ４１：１２．２ １１．０�

５８ � マルターズビクター 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &
Sergio De Sousa ５５４－１６１：１２．６２� ３．９�

７１２ ホ ト ダ ー 牡６栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８０－ ４１：１２．７� ２１．３�
３５ � アグネスポライト 牡４鹿 ５７ 横山 典弘渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &

Cynthia Busby ４９８－ ４１：１２．８クビ ４．１�
５９ ショウナンサリーレ 牝５青 ５５ 小牧 太�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７２－１６ 〃 ハナ １５．２�
２３ � エステームシチー 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 英 Dragon’s

Stud ４８０＋ ４ 〃 ハナ １１９．７	
２２ レイゴールド 牡７栗 ５７ 田辺 裕信林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 酒井 清 ５２８－ ６１：１３．１２ ９２．９

８１５� ベルテッセン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４１０＋ ２１：１３．２クビ ７４．４�
４７ ドンアドヴァイタ 牡４芦 ５７ 津村 明秀山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４７６± ０１：１３．３� ９．４�
６１０� キングベガロード 牡６鹿 ５７ 難波 剛健�ダービー社 高橋 成忠 白老 社台牧場 ５０８－ ２１：１３．４� １３．２
４６ � ビートザディーラー 牡５青鹿５７ 石橋 脩 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Patricia

Youngman ４５４± ０１：１３．５� １３５．０�
７１３ トウショウモード 牡４栗 ５７ 中舘 英二トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６－ ４１：１３．６� ５．８�
８１４� シルクグラディウス 牡４黒鹿５７ 高橋 智大有限会社シルク嶋田 潤 早来 吉田牧場 ５１６－ ４１：１４．０２� １２４．７�
６１１� フサイチエーシック 	６栗 ５７ 田中 博康関口 房朗氏 古賀 史生 米 F.J.F.M., LLC ４６２＋ ６１：１４．２１
 １９３．４�
１１ � レオメビウス 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 平取 びらとり牧場 B５０４＋ ２１：１４．８３� ６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，４８５，２００円 複勝： ２８，５９４，７００円 枠連： ２１，３９３，９００円

普通馬連： ８２，３３４，８００円 馬単： ５４，８８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８７，４００円

３連複： ８１，４２０，３００円 ３連単： ２０５，３１７，０００円 計： ５１５，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３９０円 � １７０円 � ４２０円 枠 連（３－５） ４７０円

普通馬連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ６，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ２，３５０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １２，４５０円 ３ 連 単 ��� ８０，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２０４８５２ 的中 � １４７２３（６番人気）
複勝票数 計 ２８５９４７ 的中 � １７２２２（７番人気）� ５６７５５（２番人気）� １５７３９（９番人気）
枠連票数 計 ２１３９３９ 的中 （３－５） ３４２９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２３３４８ 的中 �� １８６３３（１７番人気）
馬単票数 計 ５４８８８６ 的中 �� ６６２１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８７４ 的中 �� ５５６１（１１番人気）�� ２１５４（３５番人気）�� ４４６６（１６番人気）
３連複票数 計 ８１４２０３ 的中 ��� ４８２９（５３番人気）
３連単票数 計２０５３１７０ 的中 ��� １８７７（３１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．４―１２．４―１２．７

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．５
３ ・（１，１２）（３，１３）（５，７）（８，１０，１１，１４）４－９，６，１５，２ ４ ・（１，１２）（３，１３）（５，７）（８，１０，１１，１４）４－（６，９）（２，１５）

勝馬の
紹 介

スリーサンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．１．５ 京都１着

２００３．３．２５生 牡５鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San １１戦２勝 賞金 ２０，５８８，０００円
［他本会外：４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） １頭 ビゴロッソ号
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤチャチャ号・カシノダンク号・プラグマティック号



（２０新潟１）第３日 ５月１０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１５，９９０，０００円
８，５３０，０００円
２，０４０，０００円
２２，５９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，２５４，０００円
４，７９６，０００円
１，７５７，４００円

勝馬投票券売得金
１９１，１５２，７００円
２６４，１０１，７００円
２００，６９４，０００円
８１６，４６９，４００円
５９１，４２４，０００円
２１９，０１２，３００円
１，００８，３８７，８００円
１，３９１，２６２，９００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 ４，６８２，５０４，８００円

総入場人員 １１，９１８名 （有料入場人員 ９，７４８名）




