
１４０２５ ５月９日 晴 良 （２１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

１：４９．７
１：４７．８

稍重

重

２２ ワンダープリマ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４０－ ４１：５５．５ ５．６�

４７ ビューティファイン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４７２－ ８１：５６．０３ １１．４�
３４ シーサイドカフェ 牝３青鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４４８－ ２１：５６．１� ６．３�
３５ ユメヒマワリ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�浜本牧場 矢作 芳人 日高 浜本牧場 ４８４－ ４１：５６．６３ １３．５�
８１４ プロテクトジアース 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４９２－ ６１：５７．０２� ４．１�
５９ デ ル バ ー ル 牝３栗 ５４ 太宰 啓介吉田 修氏 坪 憲章 三石 タガミファーム ４０８＋ ８１：５７．２１� ３８．６�
４６ ネオグラティア 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太宮崎 利男氏 荒川 義之 新冠 川島牧場 ４１４－ ６ 〃 クビ ２６．２	
５８ グレイントウショウ 牝３栗 ５４

５２ △荻野 琢真トウショウ産業
 小林 常泰 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ２１：５７．５１� １８５．３�
２３ ナ タ ー シ ャ 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３０± ０１：５７．６クビ ３５．５�
６１１ フミノタカラ 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４２４± ０１：５７．７� ７．１
８１５ ヤコモクリスタル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 ４１２＋１０１：５８．０２ ８７．４�
６１０ ローズオブゴッホ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４８４－ ８１：５８．２１� １８．６�
７１３ ヨクバリージョ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀川島 吉男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８４＋ ４１：５９．２６ １７８．９�
１１ クリアーアイズ 牝３鹿 ５４ 田中 博康大原 詔宏氏 嶋田 潤 新冠 柏木 一則 ４３８± ０１：５９．７３ １８８．４�
７１２ ジ タ ー ナ 牝３青鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００ ―１：５９．８クビ ４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，２１６，８００円 複勝： １２，４０２，３００円 枠連： ９，５８８，０００円

普通馬連： ２８，２９３，８００円 馬単： ２０，３４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０１６，７００円

３連複： ３８，７７８，６００円 ３連単： ５４，８４４，３００円 計： １８２，４８１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ２，６００円

普通馬連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ６３０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ４３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ７２１６８ 的中 � １０１６３（３番人気）
複勝票数 計 １２４０２３ 的中 � １２７３２（５番人気）� ８３４６（７番人気）� １６２０７（４番人気）
枠連票数 計 ９５８８０ 的中 （２－４） ２７３０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２８２９３８ 的中 �� ５４５４（１８番人気）
馬単票数 計 ２０３４０５ 的中 �� ２２２１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０１６７ 的中 �� １９８５（１９番人気）�� ４４９２（６番人気）�� ２２６８（１６番人気）
３連複票数 計 ３８７７８６ 的中 ��� ４１３１（２３番人気）
３連単票数 計 ５４８４４３ 的中 ��� ９２４（１６４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．７―１３．６―１２．９―１２．４―１２．８―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３８．０―５１．６―１：０４．５―１：１６．９―１：２９．７―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．６
１
３
２，５（４，１０）（９，１４）（７，１２）（１，８，１５）（６，３）１１－１３
２，５（４，１０）（９，１４）－（７，１５）１２（８，３）１（１１，１３，６）

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

勝馬の
紹 介

ワンダープリマ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．５ 函館８着

２００６．３．５生 牝３鹿 母 ワンダーバーサトル 母母 ワンダールージュ ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］



１４０２６ ５月９日 晴 良 （２１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２０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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２４ トクトイムスメ 牝３栗 ５４
５１ ▲松山 弘平�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 B４６２± ０１：０９．９ ７１．０�

１１ ブルースバローズ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５００± ０ 〃 クビ １２．９�

２３ ヤマニンオクタゴン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ４１：１０．０クビ ５６．９�
５９ フクノライジン 牡３鹿 ５６ 田中 博康小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 B４７８± ０１：１０．１� １８．０�
７１４ タケデンエンデバー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ７．２�
６１１ マイネルロワイヤル 牡３青鹿５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 むかわ 市川牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ３８．７	
３５ キングパレード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４７０± ０１：１０．２クビ ６．１

８１６ キリシマノホシ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ３９４＋ ８１：１０．４１� １５５．６�
５１０ デイロングスプリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：１０．５� ３．３�
４７ サダムダンディ 牡３鹿 ５６ 北村 友一大西 定氏 西園 正都 新ひだか 藤原牧場 ４７４－ ６１：１０．７１� ５．６
６１２ マンシュウクロフネ 牡３芦 ５６ 藤田 伸二平賀 修二氏 山内 研二 静内 神垣 道弘 ４８０－１０１：１０．９１� ７．６�
１２ レインボーティアラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド B４４８＋ ４１：１１．２１� ３４．１�
７１３ ケイアイセイドウ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 池上 昌弘 浦河 富田牧場 ４６０＋１０１：１１．４１� ２２．０�
３６ ダブルヘリックス �３鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗グリーンスウォード 和田 正道 新ひだか 木田牧場 ４２８ ―１：１１．９３ ２０９．６�
４８ ショウナンマゴコロ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広国本 哲秀氏 本間 忍 静内 岡田スタツド ４４８－ ６１：１２．２２ １６．１�
８１５ レインズオブパワー 牝３栗 ５４

５１ ▲丸山 元気広尾レース� 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 ４２６－ ７１：１２．４１� ２１２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，９７６，６００円 複勝： １１，９７２，１００円 枠連： ７，８６８，２００円

普通馬連： ２１，２２７，１００円 馬単： １５，５９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８，５４５，６００円

３連複： ２９，３０４，９００円 ３連単： ３７，８７３，１００円 計： １４０，３６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，１００円 複 勝 � １，４３０円 � ５２０円 � １，２５０円 枠 連（１－２） ９，２５０円

普通馬連 �� ４２，３４０円 馬 単 �� １１９，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，７５０円 �� １６，７１０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １９８，４２０円 ３ 連 単 ��� １，０７５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ７９７６６ 的中 � ８８６（１３番人気）
複勝票数 計 １１９７２１ 的中 � ２１３１（１３番人気）� ６５４１（６番人気）� ２４５１（１２番人気）
枠連票数 計 ７８６８２ 的中 （１－２） ６２８（２６番人気）
普通馬連票数 計 ２１２２７１ 的中 �� ３７０（７４番人気）
馬単票数 計 １５５９６７ 的中 �� ９６（１５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５４５６ 的中 �� ２７１（６４番人気）�� １２５（８８番人気）�� ５５７（４４番人気）
３連複票数 計 ２９３０４９ 的中 ��� １０９（２７８番人気）
３連単票数 計 ３７８７３１ 的中 ��� ２６（１５５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１１．４―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４５．２―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トクトイムスメ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ファストトパーズ デビュー ２００８．１２．６ 中山４着

２００６．３．２７生 牝３栗 母 グレンツェンフーヘ 母母 テイクオンダンサー ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走状況〕 ブルースバローズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
レインズオブパワー号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔調教再審査〕 ブルースバローズ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヴォーグ号・ヤマイチボム号
（非抽選馬） ２頭 セレスマリオット号・ミッキーデピュティ号



１４０２７ ５月９日 晴 良 （２１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 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

１１ ホクトグレイン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋１４１：４８．０ ５．０�

４７ カネトシスラーヴァ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４２＋ ４１：４８．５３ １．８�
３６ ミヤビオウカ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ４６６± ０１：４８．７１� １９．２�
１２ チューベローズ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：４８．９１� ７．０�
４８ クリスエスマーチ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：４９．１１� １８．０�
６１２ マチカネシズガタケ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋細川 益男氏 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４５６－ ６１：４９．３１� ２１．８�
３５ ラークエンデバー 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平小林 章氏 伊藤 伸一 静内 西村 和夫 ４２２－ ４１：４９．４� １８２．１	
５１０ リキサンキャロル 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４１４＋ ２１：４９．８２� １４．０

２３ サンレイシャーマン 牝３芦 ５４ 安藤 光彰永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７４－ ４１：５０．１１� ２６．３�
８１６ レイクルイーズ 牝３栗 ５４

５２ △宮崎 北斗 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B３８８－１２１：５０．２� ４５．１�
６１１ トーセンラフィット 牝３栗 ５４ 藤田 伸二島川 哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ４２８ ―１：５０．６２� ３９．９�
５９ ヒルノコスタリカ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次蛭川 正文氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４１８－ ４１：５０．７� ３４１．８�
２４ スズカワキア 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ９７．３�
７１４ ケントラスト 牝３青鹿５４ 木幡 初広馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河 大北牧場 ４３４－１４１：５０．８� １９５．６�
８１５ インファンシー 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一山本 茂氏 大根田裕之 静内 西川富岡牧場 ４２６－ ４１：５１．１１� １９４．４�
７１３ ルピナスブルー 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ４３０－ ６１：５２．３７ ２１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６６４，８００円 複勝： １５，３０６，９００円 枠連： １０，２４０，５００円

普通馬連： ２４，００３，１００円 馬単： ２０，９９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９１４，６００円

３連複： ３０，２７５，３００円 ３連単： ５２，０２４，９００円 計： １７４，４２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ２４０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ９４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ９，０３０円

票 数

単勝票数 計 １１６６４８ 的中 � １８７５６（２番人気）
複勝票数 計 １５３０６９ 的中 � １７３９３（３番人気）� ４７９６０（１番人気）� １４９１３（５番人気）
枠連票数 計 １０２４０５ 的中 （１－４） ３２４４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４００３１ 的中 �� ４０１３６（１番人気）
馬単票数 計 ２０９９４９ 的中 �� １２９３１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９１４６ 的中 �� １３０２３（１番人気）�� ２２３９（１０番人気）�� ５３９２（４番人気）
３連複票数 計 ３０２７５３ 的中 ��� １１５９８（３番人気）
３連単票数 計 ５２０２４９ 的中 ��� ４２５２（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．８―１２．６―１２．０―１１．７―１２．１―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．４―１：００．４―１：１２．１―１：２４．２―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクトグレイン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．８．３０ 新潟７着

２００６．４．１７生 牝３鹿 母 マイネラフィーネ 母母 マイネグレイス ９戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルピナスブルー号は，平成２１年６月９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 ジャズシンガー号・ネオイユドゥレーヌ号



１４０２８ ５月９日 晴 良 （２１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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１２ メイショウエルピス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 山田牧場 ４６０ ―１：１２．８ ８．５�

６１１� プリティゴールド 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd ４６８＋ ２１：１３．０１� １．６�

４６ スパークルレディー 牝３鹿 ５４
５１ ▲松山 弘平関 駿也氏 領家 政蔵 宮城 関兵牧場 ４９２ ―１：１３．１� ３８．８�

３５ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ２１：１３．４１� ３．５�
５９ � エメラルドパラオ 牡３栗 ５６

５４ △宮崎 北斗�和田牧場 和田 正道 米
WinStar Farm,
LLC & Dr. Wil-
liam Lockridge

４７２± ０１：１３．９３ １０４．０�
４７ ベルモントアイリス 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４６４－ ２１：１４．６４ ３９．３�
２３ クリノシーグリーン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４２０－１４１：１４．８１	 ２７．８	
３４ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４ 津村 明秀久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４２４－１２１：１４．９� ５１．５

７１３ マイネルブリュット 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ５０８－ ２１：１５．５３� １０３．３�
８１５ ミキノハート 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作谷口 久和氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４４６－ ２１：１５．６� ２３４．０
６１０ ミエノキララ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広里見美惠子氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４４４± ０１：１５．７� ３８．４�
２２ グラステクニック 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎半沢� 境 征勝 門別 ヤナガワ牧場 ４５２＋ ２１：１６．０２ ８７．０�
８１４ ポスターバリュー 牡３鹿 ５６ 武 英智藤本 直弘氏 河野 通文 日高 藤本 直弘 ４４６－ ２１：１７．３８ ３９４．９�
１１ ジャックモンティー 牡３芦 ５６ 芹沢 純一吉田 和美氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ５１４ ― 〃 クビ １０８．２�
５８ ト シ ホ ー ク 牡３鹿 ５６ 川田 将雅上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５３４ ―１：１８．５７ ４０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，０２６，３００円 複勝： ２０，２４９，８００円 枠連： ９，５７２，５００円

普通馬連： ２３，８１３，８００円 馬単： ２３，４２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９８２，９００円

３連複： ３３，０５３，３００円 ３連単： ５６，１９７，６００円 計： １８８，３２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ８３０円 枠 連（６－７） ５９０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３，２３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ６，７００円 ３ 連 単 ��� ３７，８８０円

票 数

単勝票数 計 １２０２６３ 的中 � １１１６８（３番人気）
複勝票数 計 ２０２４９８ 的中 � １７８５１（３番人気）� ９７７６４（１番人気）� ３１７１（９番人気）
枠連票数 計 ９５７２５ 的中 （６－７） １２０３２（２番人気）
普通馬連票数 計 ２３８１３８ 的中 �� ２３５７２（２番人気）
馬単票数 計 ２３４２８６ 的中 �� ７５５０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９８２９ 的中 �� ７９６６（２番人気）�� ６９４（２７番人気）�� ２２０３（１１番人気）
３連複票数 計 ３３０５３３ 的中 ��� ３６４３（１７番人気）
３連単票数 計 ５６１９７６ 的中 ��� １０９５（９０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．４―１２．４―１２．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．５―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウエルピス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 With Approval 初出走

２００６．６．１２生 牝３鹿 母 カナディアンアプルーバル 母母 A Taste for Lace １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ポスターバリュー号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症。なお、同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャックモンティー号・トシホーク号は，平成２１年６月９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エリモキスミー号・シノギダンサー号・ジャルダンドゥロゼ号
（非抽選馬） ２頭 キャラバンシチー号・ペティマイカパルア号



１４０２９ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

５９ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８＋ ２１：３４．７ ３２．５�

３５ グリッドマトリクス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１６－ ２１：３４．９１� ２７．２�
５１０ エリモアラルマ 牡３鹿 ５６ 松田 大作山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４９０＋１０ 〃 ハナ ２２．５�
７１４ ツルマルネオ �３鹿 ５６ 中舘 英二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４８４－ ４１：３５．１１� ３．７�
８１６ サウンドデイジー 牝３鹿 ５４ 北村 友一増田 雄一氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 ４０４＋ ６１：３５．２� ９０．３�
３６ タガノブリガデイロ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ １４．５�
４８ ジャグラーキング 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４３４＋ ４ 〃 アタマ １０．４�
１２ ウェザーサイド 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５４＋２０１：３５．５２ １１．２	
６１１ ジュウクタイザン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二鈴木 幹次氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム ５０６＋ ８ 〃 アタマ ４．０

４７ ホッコービックワン 牡３栗 ５６ 武 英智矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４５０＋１０１：３５．６� １４．９�
８１５ ワキノブライアン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７８＋１０１：３５．８１� ５５．０�
２３ スピードスクエア 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 豊洋牧場 ４４４＋１２１：３５．９クビ ６７．１�
７１３ オンフルール 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ２１：３６．１１� ５．６�
６１２ リバートップガン 牡３栗 ５６ 中村 将之河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４１４－ ６１：３６．８４ ２１１．６�
１１ テラモマルゼン 牡３鹿 ５６ 黛 弘人寺田工務店 柴崎 勇 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７４－ ４１：３７．４３� ２６９．４�
２４ メジロカムバック 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２４ ―１：３７．５� １３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６２２，３００円 複勝： １９，７１５，６００円 枠連： １１，６２０，５００円

普通馬連： ３０，０８３，９００円 馬単： ２１，３６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６８２，６００円

３連複： ３９，７１１，６００円 ３連単： ５６，７７８，７００円 計： ２０３，５７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２５０円 複 勝 � １，０４０円 � ７５０円 � ９００円 枠 連（３－５） ７，２３０円

普通馬連 �� ３１，５００円 馬 単 �� ７４，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，４００円 �� １０，６８０円 �� １０，７２０円

３ 連 複 ��� １６６，５２０円 ３ 連 単 ��� ８５５，１６０円

票 数

単勝票数 計 １１６２２３ 的中 � ２８１８（１１番人気）
複勝票数 計 １９７１５６ 的中 � ４９３６（１１番人気）� ７１０８（９番人気）� ５７６３（１０番人気）
枠連票数 計 １１６２０５ 的中 （３－５） １１８７（２１番人気）
普通馬連票数 計 ３００８３９ 的中 �� ７０５（６２番人気）
馬単票数 計 ２１３６４２ 的中 �� ２１２（１３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６８２６ 的中 �� ３７２（５９番人気）�� ２９２（６６番人気）�� ２９１（６７番人気）
３連複票数 計 ３９７１１６ 的中 ��� １７６（２５３番人気）
３連単票数 計 ５６７７８７ 的中 ��� ４９（１３５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．７―１１．９―１２．０―１２．０―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．４―４７．３―５９．３―１：１１．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクアブルースカイ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１４着

２００６．３．１４生 牡３鹿 母 シャトルフジ 母母 オオミーアキノ ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ジュウクタイザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 スイートマトルーフ号



１４０３０ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

２：００．２
１：５６．４

良

良

７１３ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５６ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８０－ ４２：０５．２ ６．８�

３４ ジャングルケイ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行国田 正忠氏 橋口弘次郎 早来（有）ノーザンレーシング ４６８＋２６２：０５．６２� ８．３�
５９ アヴァルース 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ６．８�
３５ スズカニュータウン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ２．４�
８１５ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４９２－ ６２：０５．９１� ６．１�
１１ コスモイチモンジ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新ひだか 岡田スタツド ４９０ ― 〃 アタマ ５１．９�
４６ トップレーサー 牡３鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗池田 豊治氏 本田 優 日高 坂口 豊翼 ４８８± ０ 〃 クビ ３２．４	
６１１ ガーデンクォーツ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５２８ ―２：０６．０� ５４．２

７１２ カジノスター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４１８＋ ４２：０６．３２ ３８．８�
２２ サウスゴールド 牡３青鹿５６ 中谷 雄太南波 壽氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ５０２－２８２：０６．４クビ ４９．１�
２３ サクラバロンドール 牡３青 ５６ 田中 博康さくらコマース小笠 倫弘 新ひだか 西村 和夫 ４８２± ０ 〃 アタマ ２１．９�
８１４ コスモハーモニー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 浦河 一珍棒牧場 ４５６－ ８ 〃 同着 ２８．４�
４７ ディフィーター 牡３青鹿５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ２８．４�
６１０ シングアゲン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 三木田 明仁 ４３８－ ６２：０６．６１ １０８．３�
５８ メジロバイス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４５２ ―２：０６．９１� ３９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，６６５，２００円 複勝： １４，１５２，９００円 枠連： ９，８７５，６００円

普通馬連： ２１，４２７，２００円 馬単： １７，４３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８，５７９，５００円

３連複： ２９，６６３，９００円 ３連単： ４９，２７９，１００円 計： １６２，０７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ４００円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ７９０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ５，２４０円 ３ 連 単 ��� ２６，９６０円

票 数

単勝票数 計 １１６６５２ 的中 � １３７０１（３番人気）
複勝票数 計 １４１５２９ 的中 � ２６５５０（２番人気）� ２１４６２（３番人気）� １５３８７（５番人気）
枠連票数 計 ９８７５６ 的中 （３－７） １８４７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１４２７２ 的中 �� １０７０８（６番人気）
馬単票数 計 １７４３５２ 的中 �� ３６７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５７９５ 的中 �� ３５００（６番人気）�� ２６９６（８番人気）�� １８２６（１０番人気）
３連複票数 計 ２９６６３９ 的中 ��� ４１８４（１３番人気）
３連単票数 計 ４９２７９１ 的中 ��� １３４９（７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．６―１３．２―１３．７―１２．７―１２．４―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３７．９―５１．１―１：０４．８―１：１７．５―１：２９．９―１：４１．７―１：５３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワシャモノタリン �
�
父 エアエミネム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．８．２４ 小倉１０着

２００６．３．１８生 牡３黒鹿 母 ジョウネツノアラシ 母母 クルンテープ １０戦１勝 賞金 ８，８００，０００円



１４０３１ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．７
１：４７．８

稍重

重

２３ グレースエポナ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５３４＋１８１：５３．８ ７．０�

３４ マチカネオイカゼ 牝４鹿 ５５ 北村 友一細川 益男氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ５０４－１０１：５４．１２ ２．８�
７１２ チノハテマデモ 牝５鹿 ５５ 千葉 直人北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ５１０－ ２１：５４．６３ ６．８�
４６ � レディプリンセス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 松山 将樹 三石 ケイアイファーム ４４２－ ２１：５５．３４ １４．３�
１１ マルチメトリック 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 三石 鳥井牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ４．７�
２２ エンジェルクィーン 牝４栗 ５５ 秋山真一郎松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４６２－ ８１：５５．４クビ ６１．３	
４７ � シアトルレイナ 牝５栗 ５５

５３ △宮崎 北斗大湯 幸栄氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４５４－ ２１：５５．６１� １５．３

５８ チャームマロン 牝４栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２＋ ８１：５６．１３ １５．７�
７１３ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 安藤 光彰脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８２＋ ２ 〃 ハナ １７．７�
３５ � ジーガーウイング 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太�ジーガー 佐々木亜良 新冠 須崎牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ２４９．１
８１４� ヤマカツマリリン 牝５栗 ５５ 木幡 初広山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５１８± ０１：５６．２クビ ３１．３�
５９ ガーデンスタイル 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真広尾レース� 森 秀行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６± ０１：５６．３� ４１．３�

６１１� アッシュアッパー 牝５芦 ５５ 柴田 大知�ターフ・スポート牧 光二 浦河 成隆牧場 ４５２－ ７１：５７．２５ １７３．９�
８１５� レディジェーン 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４５２－１４１：５８．２６ ２０．１�
６１０ シルクスイーティー 牝４栗 ５５

５２ ▲丸山 元気有限会社シルク鈴木 勝美 新冠 山岡ファーム ４２２－ ８１：５８．８３� １５８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，５２４，４００円 複勝： １３，７０７，８００円 枠連： ８，９６４，０００円

普通馬連： ２２，０１６，３００円 馬単： １７，４０６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６５９，０００円

３連複： ３０，２２５，１００円 ３連単： ４８，６５１，８００円 計： １６２，１５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（２－３） １，０００円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １１，６７０円

票 数

単勝票数 計 １０５２４４ 的中 � １１８７０（４番人気）
複勝票数 計 １３７０７８ 的中 � １５３００（４番人気）� ２５９３１（２番人気）� ２１８７３（３番人気）
枠連票数 計 ８９６４０ 的中 （２－３） ６６３５（３番人気）
普通馬連票数 計 ２２０１６３ 的中 �� １３１３１（３番人気）
馬単票数 計 １７４０６６ 的中 �� ４８７６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６５９０ 的中 �� ５４７３（３番人気）�� ２８９２（１０番人気）�� １３００５（１番人気）
３連複票数 計 ３０２２５１ 的中 ��� １０５９０（３番人気）
３連単票数 計 ４８６５１８ 的中 ��� ３０７７（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．８―４９．５―１：０３．２―１：１６．４―１：２９．０―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

グレースエポナ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．１３ 中山１着

２００４．６．２生 牝５黒鹿 母 アローアゲイン 母母 ジユウジアロー １５戦３勝 賞金 ３３，７７０，０００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 ファディクト号



１４０３２ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第８競走 ��１，２００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２２ タイキドゥカティ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０２－ ２１：１１．３ １．５�

２３ メイショウドレイク 牡４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１６－１０１：１２．１５ ７３．９�
５９ キタノアラワシ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５０６＋ ８ 〃 アタマ １５．１�
６１０ ラスカルデューク 牡６鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平 �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 ４４８＋ ２１：１２．２クビ ６．４�

７１３ ケイアイモーガン 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ２４．７�
３４ � ガ オ ウ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎井上 友賢氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 B４３８－ ８１：１２．３� １２．６	
５８ � リリーザサン 牡４栗 ５７ 川島 信二�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 B５０２± ０１：１２．９３� ２６．７

４６ サンタナイト 牡５鹿 ５７ 武 英智佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ４１．７�
８１４� メイショウフェーヴ 牝４栗 ５５ 安藤 光彰松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６２＋２５１：１３．２１� ８６．１�
８１５ ディーエスルーラー 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４８２± ０１：１３．５１� ２３．６
４７ プライドオブキング 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム ５０２－ ６１：１４．２４ １９．５�
３５ � レモンサワー 牝４芦 ５５ 太宰 啓介中島 稔氏 星野 忍 門別 澤里 繁雄 ４４８＋１４１：１４．３� ２０９．２�
１１ オレンジシンジュ 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一冨沢 敦子氏 田所 清広 静内 佐竹 学 ４５４－１０１：１４．５１ ９６．２�
６１１ デットオアアライブ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４９４－ ８１：１４．６� ２６．６�
７１２� ワンダーバースト �４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太山本 信行氏 笹田 和秀 えりも 能登 浩 ４１６－ ２１：１４．７� ３１２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，７８５，５００円 複勝： ３３，０３５，９００円 枠連： １０，６８０，５００円

普通馬連： ３３，５１１，９００円 馬単： ３１，０１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６８１，２００円

３連複： ４０，３３０，０００円 ３連単： ８４，０７６，５００円 計： ２６０，１１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １，０１０円 � ４１０円 枠 連（２－２） ４，０６０円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ４５０円 �� ４，２００円

３ 連 複 ��� ９，８７０円 ３ 連 単 ��� ３３，１００円

票 数

単勝票数 計 １４７８５５ 的中 � ８０３１６（１番人気）
複勝票数 計 ３３０３５９ 的中 � ２１７８７０（１番人気）� ３２４８（１１番人気）� ９１９１（６番人気）
枠連票数 計 １０６８０５ 的中 （２－２） １９４５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３３５１１９ 的中 �� ７１５５（１０番人気）
馬単票数 計 ３１０１３６ 的中 �� ５４０８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６８１２ 的中 �� ２３２６（１２番人気）�� ７６７１（３番人気）�� ６９３（３９番人気）
３連複票数 計 ４０３３００ 的中 ��� ３０１７（３６番人気）
３連単票数 計 ８４０７６５ 的中 ��� １８７５（１１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１２．２―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．９―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキドゥカティ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．３．１６ 阪神１着

２００５．２．１４生 牡４鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star １０戦２勝 賞金 ２６，４００，０００円
〔発走状況〕 タイキドゥカティ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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） ４頭 ダイワウイザード号・ファンダフル号・ブライティアカペラ号・モンスターパーク号
（非抽選馬） ２頭 サマーミッドナイト号・テイエムヨカドー号



１４０３３ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第９競走 ��２，２００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．７
２：１０．１

良

良

４４ メイショウユウシャ 牡４栗 ５７ 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４９４－ ６２：１３．６ ５．４�

８１０ ゼンノソルジャー 牡６栗 ５７ 的場 勇人大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ４９０－１４２：１４．０２� ７．８�
７９ サンワードヒラリー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹古谷 敏明氏 中川 公成 新冠 村田牧場 ４４０－ ４２：１４．１� ８．２�
７８ コスモタクミ 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ５０４－ ４２：１４．２� ２０．３�
６６ � ブルーアンビシャス 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント森 秀行 三石 加野牧場 ５０６＋１６２：１４．５１� ２．６�
２２ � ロストプロパティー 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 清水 利章 白老 白老ファーム ４８４＋ ２２：１４．７１ ５．０�
８１１ ミ コ コ ロ 牝８鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４４＋１０２：１４．９１� ６２．７	
１１ ライフチェンジ �４鹿 ５７ 太宰 啓介杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４２２－２２２：１５．６４ ６３．３

５５ メタルビーズ 牝６黒鹿５５ 木幡 初広�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０４－ ４ 〃 クビ １６．１�
３３ � グランプリカメ �５栗 ５７ 北村 友一�グランプリ 村山 明 早来 ノーザンファーム ４７４± ０２：１６．１３ １２．６
６７ � エプソムブラスト 牡５鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 高橋 裕 静内 カントリー牧場 ４５４＋１２２：１６．８４ ６０．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，７９４，２００円 複勝： １５，３９５，７００円 枠連： ８，８０５，９００円

普通馬連： ２８，９７７，９００円 馬単： ２３，７８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５７７，０００円

３連複： ３６，７４０，０００円 ３連単： ８２，４１０，８００円 計： ２１８，４９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ４１０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� ２５，８９０円

票 数

単勝票数 計 １１７９４２ 的中 � １７３１４（３番人気）
複勝票数 計 １５３９５７ 的中 � ２３５２０（３番人気）� １４６８４（５番人気）� １５４８７（４番人気）
枠連票数 計 ８８０５９ 的中 （４－８） ３０２５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２８９７７９ 的中 �� １０７１９（９番人気）
馬単票数 計 ２３７８８７ 的中 �� ４４８７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５７７０ 的中 �� ３６８８（１０番人気）�� ６８８９（３番人気）�� ２９４７（１３番人気）
３連複票数 計 ３６７４００ 的中 ��� ４７２１（２１番人気）
３連単票数 計 ８２４１０８ 的中 ��� ２３５０（９３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．８―１２．６―１２．７―１２．３―１１．７―１２．２―１２．０―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�
１２．９―２４．２―３６．０―４８．６―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．３―１：３７．５―１：４９．５―２：０１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウユウシャ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．１２．１ 阪神７着

２００５．３．３１生 牡４栗 母 マヤノカンパネラ 母母 ダイナシンデレラ １９戦２勝 賞金 ２３，６００，０００円
〔制裁〕 コスモタクミ号の調教師秋山雅一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



１４０３４ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�わ ら び 賞

発走１４時５０分 （ダート・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．７
１：４７．８

稍重

重

７１３ アズマタイショウ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８４＋ ２１：５４．４ ２．８�

２２ ロードイノセント 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５５２＋１０１：５４．９３ ４．３�
４７ キングスリージョン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：５５．１１� ７．０�
５９ ウインペンタゴン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９０＋ ２１：５５．４２ ２３．３�
３４ フルボディー 牡３黒鹿５６ 松田 大作深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 ４７６＋ ２１：５５．７１� ５５．３�
７１２ アクアバンブー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４５２－ ４１：５５．９１� ８．０	
４６ 	 ロトパートナー 牡３栗 ５６ 木幡 初広國武 佳博氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８２＋ ２１：５６．１１� １４２．８

２３ コスモディアナ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ４６．２�
８１４ スターリバイバル 牡３栗 ５６ 西田雄一郎�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０２－１０１：５６．５２� ９．７�
１１ ブラストクロノス 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４８２＋１８１：５６．８１� １５．０
６１１
 スマーティーダンス 牝３栗 ５４ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４３８＋ ８１：５７．２２� ２６．１�
８１５ マイネルプエルト 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ５０２＋ ２１：５７．９４ １５２．５�
５８ クリノオンビート 牡３鹿 ５６ 中村 将之栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ６２．４�
６１０ モ ン ド ー ル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋多田 信尊氏 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム ４７０－ ２１：５９．３９ １２２．３�
３５ ミヤビリュウオー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９０６，７００円 複勝： ２３，７２６，５００円 枠連： １５，４７４，０００円

普通馬連： ４８，９６１，０００円 馬単： ３２，９６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２５，３００円

３連複： ５８，８００，２００円 ３連単： １１４，９９０，４００円 計： ３２８，５４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（２－７） ４４０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，１１０円

票 数

単勝票数 計 １５９０６７ 的中 � ４６０７６（１番人気）
複勝票数 計 ２３７２６５ 的中 � ６３９０６（１番人気）� ３９５４４（２番人気）� ２７２４５（４番人気）
枠連票数 計 １５４７４０ 的中 （２－７） ２６１３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８９６１０ 的中 �� ４８３３７（１番人気）
馬単票数 計 ３２９６４３ 的中 �� １６６５３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２５３ 的中 �� １９３６３（１番人気）�� １２６５８（３番人気）�� ８４７４（４番人気）
３連複票数 計 ５８８００２ 的中 ��� ３１３２４（２番人気）
３連単票数 計１１４９９０４ 的中 ��� １３９０７（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．４―４９．６―１：０２．８―１：１５．８―１：２９．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アズマタイショウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神３着

２００６．３．１９生 牡３鹿 母 フアーストラブ 母母 レデイーシラオキ ６戦２勝 賞金 １９，５２０，０００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 シゲルダイセン号・チュニジアンブルー号



１４０３５ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第３１回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左・外）
４歳以上，２０．５．１０以降２１．５．３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 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００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

５９ シ ン ゲ ン 牡６黒鹿５６ 藤田 伸二花木 照人氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：５６．９ ８．４�

３６ ニホンピロレガーロ 牡６鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５１２＋ ４１：５７．４３ ７０．８�
４８ オペラブラーボ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３４－ ６１：５７．５� ６．３�
１２ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５８．５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３４－ ２１：５７．６� ７．１�
７１３ アーネストリー 牡４鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８＋ ４１：５７．７クビ ７．６�
８１５ ミヤビランベリ 牡６栗 ５５ 北村 友一村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９２－ ２ 〃 ハナ ３１．６�
５１０ ダイシングロウ 牡５黒鹿５５ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５００－ ６ 〃 クビ １０．０�
３５ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 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 ５３４± ０１：５７．９ハナ＋１ ４３．５

２３ ハイアーゲーム 牡８青鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１６± ０１：５８．１１ ３２．７�
２４ オースミグラスワン 牡７栗 ５８ 川島 信二	オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５４６＋ ４ （降着） ３．９�
１１ ダイバーシティ 牡４鹿 ５４ 勝浦 正樹 サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４４８－ ８１：５８．３１� １５．５�
８１６ トウショウウェイヴ 牡４黒鹿５４ 吉田 豊トウショウ産業	 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６０－ ６１：５８．４� ９．６�
６１２ サクラオリオン 牡７黒鹿５５ 秋山真一郎	さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７４－ ２１：５８．５クビ ４１．７�
７１４ トーセンキャプテン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：５８．９２� ５２．６�
６１１ ドリームサンデー 牡５青 ５６ 藤岡 康太ロイヤルファーム 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ４９４－ ６ 〃 クビ ３６．７�
４７ タガノヴァレオ �４黒鹿５４ 津村 明秀八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０８＋ ２１：５９．１１ ６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７０，６３９，３００円 複勝： １１０，３３６，２００円 枠連： ６１，１２７，４００円

普通馬連： ３８５，５５３，３００円 馬単： １７７，５９２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １００，９６７，５００円

３連複： ４７０，７４５，６００円 ３連単： ８２８，６８１，６００円 計： ２，２０５，６４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２９０円 � １，４２０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ４，８９０円

普通馬連 �� ２９，４７０円 馬 単 �� ４７，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７００円 �� ９４０円 �� ６，３９０円

３ 連 複 ��� ５９，５２０円 ３ 連 単 ��� ４５３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ７０６３９３ 的中 � ６７０５０（５番人気）
複勝票数 計１１０３３６２ 的中 � １０５９２２（５番人気）� １６６５１（１５番人気）� １４６２９８（２番人気）
枠連票数 計 ６１１２７４ 的中 （３－５） ９２３６（２４番人気）
普通馬連票数 計３８５５５３３ 的中 �� ９６５６（８６番人気）
馬単票数 計１７７５９２４ 的中 �� ２７３４（１５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００９６７５ 的中 �� ３６２２（８４番人気）�� ２７６９０（５番人気）�� ３７９９（７８番人気）
３連複票数 計４７０７４５６ 的中 ��� ５８３７（２０９番人気）
３連単票数 計８２８６８１６ 的中 ��� １３４８（１３８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．９―３４．９―４６．２―５８．２―１：１０．５―１：２２．６―１：３４．４―１：４５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン ゲ ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１１ 中山１５着

２００３．２．２０生 牡６黒鹿 母 ニフティハート 母母 ニフティニース １３戦７勝 賞金 １２８，１６９，０００円
〔降着〕 オースミグラスワン号は，８位〔タイム１分５７秒７，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して

「ハイアーゲーム」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 オースミグラスワン号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成２１年５月１６日から平成２１年

５月２４日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 カレイジャスミン号・コスモプラチナ号・ゴーウィズウィンド号・ダブルティンパニー号・ダンスアジョイ号・

トウショウヴォイス号・ドットコム号・トーセンクラウン号・ヒラボクロイヤル号・ブラックアルタイル号・
ベンチャーナイン号・ミストラルクルーズ号・ヤマノルドルフ号・リキアイサイレンス号・レインダンス号・
ワンモアチャッター号



１４０３６ ５月９日 晴 良 （２１新潟１）第３日 第１２競走 ��
��１，０００�

ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走１６時００分 （芝・直線）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 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

６１２ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４７２± ０ ５５．５ ５．９�

７１４ ノーブルマン 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 門別 新生ファーム ４８８± ０ ５５．６� ４．９�
３６ �	 ノーブルストーン 牝５栗 ５５ 川田 将雅後藤 繁樹氏 森 秀行 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６８＋１０ 〃 クビ ７．５�
８１６ ニホンピログッデン 
６鹿 ５７ 芹沢 純一小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４６８＋ ６ ５５．７� ４．７�
４８ マチカネモンスーン 牝４栗 ５５ 古川 吉洋細川 益男氏 南井 克巳 門別 待兼牧場 ４４０＋２６ 〃 ハナ ２５．２�
１１ ラインディーヴァ 牝４青鹿５５ 松田 大作大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 原 光彦 ４４０＋ ３ ５５．８� ２７．７�
２４ クロスホーリー 牡５栗 ５７ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７８－１０ ５６．１１� ４８．８	
５９ マッキービーナス 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４０８＋１４ ５６．２� ７６．５

３５ ジョーブリス 牝５芦 ５５ 中舘 英二上田けい子氏 小島 貞博 浦河 大成牧場 ４８４＋１６ ５６．４１� ５２．２�
４７ リリカルヴァース 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 日進牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ ３２．５
２３ ホリノティアラ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４５８－ ２ ５６．５� ９．３�
７１３ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３２＋ ６ ５６．８１� ２９．３�
６１１� ヒシインペリアル 牡５鹿 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 坂本 勝美 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ５２６＋ ４ ５６．９クビ ２８．６�
５１０ アウロラプラネット 牝４鹿 ５５ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 門別 出口牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ７．８�
１２ リネンアカシア 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５８± ０ ５７．０クビ ４６．０�
８１５� ア ル ビ ア ン 牝５鹿 ５５ 田中 博康伊達 敏明氏 伊藤 伸一 米 Hidekazu

Date B５０２－ ６ 〃 クビ １８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９０２，９００円 複勝： ２５，１７８，４００円 枠連： １９，９９９，０００円

普通馬連： ６６，１６７，４００円 馬単： ４１，１７１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７５，８００円

３連複： ８７，９９７，６００円 ３連単： １６８，２８５，２００円 計： ４５０，２７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（６－７） ８４０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ５６０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １６，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８９０２９ 的中 � ２５６７１（３番人気）
複勝票数 計 ２５１７８４ 的中 � ３５４８０（２番人気）� ３３９３９（３番人気）� ２７６０７（４番人気）
枠連票数 計 １９９９９０ 的中 （６－７） １７６５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６１６７４ 的中 �� ３４５３９（３番人気）
馬単票数 計 ４１１７１５ 的中 �� １１９８９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７５８ 的中 �� １０８３０（１番人気）�� １００６８（５番人気）�� ６０４３（８番人気）
３連複票数 計 ８７９９７６ 的中 ��� ２００１９（４番人気）
３連単票数 計１６８２８５２ 的中 ��� ７６９６（１７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１０．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３３．１―４３．２

上り４F４３．６－３F３３．４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴ ェ リ タ ス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．６．２４ 函館３着

２００４．４．１生 牡５鹿 母 カーペディエム 母母 スカーレツトブルー １９戦２勝 賞金 ３１，５１３，０００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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オサナゴコロノキミ号
（非抽選馬） ７頭 エクストラシチー号・スターオブアフリカ号・セレスマン号・ティービスティー号・ファイナルファイト号・

フラミニアンウェイ号・メイプルスペシャル号



（２１新潟１）第３日 ５月９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 １８１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

２１４，７１０，０００円
９，７９０，０００円
２，０３０，０００円
２２，４００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３２７，０００円
４，９３５，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
２０４，７２５，０００円
３１５，１８０，１００円
１８３，８１６，１００円
７３４，０３６，７００円
４４３，０９７，２００円
２３５，９０７，７００円
９２５，６２６，１００円
１，６３４，０９４，０００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 ４，６７６，４８２，９００円

総入場人員 １３，１８７名 （有料入場人員 １１，１８１名）




