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１３００１ ４月２３日 曇 稍重 （２３新潟１）第１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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５ ファインロマンス 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０± ０１：１３．５ ３．１�

６１１ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４７４＋ ２１：１３．６� ４．９�

４７ マルサンライナー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 ４６４± ０１：１３．９２ ６０．７�
４６ ス ナ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４３４－ ２１：１４．２２ ４．７�
６１０ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８２＋ ４１：１４．９４ １９．４�
２２ ルースデラルナ 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ４．０�
３４ ソ ノ リ テ ィ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 	ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ４１６ ―１：１５．０クビ ７５．６

２３ フレッチャロッサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 パカパカ
ファーム ４２６＋ ６１：１５．１� ３９．０�

７１２ タツフレンチ 牡３栗 ５６ 丸山 元気鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 鮫川牧場 ４８０－ ５１：１５．８４ ４９．５�
５９ スタービューティ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真吉田 和子氏 田島 俊明 日高 高山牧場 ４５４－ ２１：１５．９クビ ３６．５
５８ スリーエレガント 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４２４－ ３１：１６．２２ １１８．１�
１１ フォージドアストロ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４４８－ ６１：１６．５２ １１１．０�
３５ リンガスゲート 牡３青鹿５６ 田辺 裕信伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 B４５０－１０１：１６．６� １２．１�
７１３ グラナトゥム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４３８－１０１：１６．７� ２６５．９�
８１４ プ リ ン ク ン 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介ケンレーシング組合 新開 幸一 浦河 バンブー牧場 ４９０ ―１：１６．８クビ ７２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，９２７，４００円 複勝： １７，２６７，４００円 枠連： ６，３３９，０００円

馬連： １８，８３６，５００円 馬単： １４，７０７，２００円 ワイド： ９，８１５，８００円

３連複： ２９，７８６，６００円 ３連単： ４１，１７０，５００円 計： １４５，８５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １，３８０円 枠 連（６－８） ５９０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２，０８０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ９，０３０円 ３ 連 単 ��� ２８，１９０円

票 数

単勝票数 計 ７９２７４ 的中 � ２０２５３（１番人気）
複勝票数 計 １７２６７４ 的中 � ６１０８４（１番人気）� ２３８８４（３番人気）� １８４４（１１番人気）
枠連票数 計 ６３３９０ 的中 （６－８） ８００８（１番人気）
馬連票数 計 １８８３６５ 的中 �� １９５１７（２番人気）
馬単票数 計 １４７０７２ 的中 �� ７８３５（２番人気）
ワイド票数 計 ９８１５８ 的中 �� ８７７１（２番人気）�� １０７８（２３番人気）�� ７４７（３２番人気）
３連複票数 計 ２９７８６６ 的中 ��� ２４３６（２５番人気）
３連単票数 計 ４１１７０５ 的中 ��� １０７８（７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．０―１２．８―１２．３―１３．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインロマンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 スピードワールド デビュー ２０１０．７．１８ 新潟６着

２００８．４．１４生 牝３栗 母 ファインショット 母母 スピードスイセイ ６戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔発走状況〕 スタービューティ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スタービューティ号の騎手伊藤工真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金１０，０００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） １頭 タガノルビコン号
（非抽選馬） ２頭 ダイワロック号・ネイチャーナターレ号

１３００２ ４月２３日 曇 稍重 （２３新潟１）第１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）

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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ ディアアプローズ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ２１：５７．０ ３．９�

２３ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４
５１ ▲平野 優 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：５７．２１ ４．１�

８１５ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４２８± ０１：５７．３� ３．７�
６１１ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２２＋ ２１：５８．２５ １６２．５�
７１２ セーヌパリジャンヌ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋熊田 晋作氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４９０－ ６１：５８．３� １１１．３�
３５ マキノスペシャル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 下屋敷牧場 ４９２－１２１：５８．５１� １２４．１	
３４ ライヴマジック 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０８－ ６ 〃 クビ ４．２


２２ アルテリーベ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４２２＋ ２１：５８．９２� ４４．５�
８１４ ロングエクセル 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４３２＋ ４１：５９．０� ７７．５�
４７ ソルシエール 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２１：５９．３２ ２０．１
５８ ミラクルクロス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４９２± ０１：５９．４� １５．３�
５９ ブランドノワール 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４０４－１０２：０１．３大差 ２０８．５�
６１０ イットーアンファン 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８０－１０２：０１．５１ ３５５．４�
７１３ ジャスミンシチー 牝３栗 ５４ 小島 太一 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 B４７６＋ ２２：０３．１１０ ２０４．４�
１１ ゴールデンファスト 牝３芦 ５４

５１ ▲横山 和生笠原 幸六氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４５８－ ８２：０６．１大差 １４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，９３６，２００円 複勝： １５，６８８，２００円 枠連： ６，３８５，０００円

馬連： １８，７５８，４００円 馬単： １３，７８３，５００円 ワイド： ９，７５２，０００円

３連複： ２７，８４１，９００円 ３連単： ４１，３１０，６００円 計： １４１，４５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－４） ６４０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ７９３６２ 的中 � １６０４２（２番人気）
複勝票数 計 １５６８８２ 的中 � ２８０６８（２番人気）� ３５４２９（１番人気）� ２６９１２（４番人気）
枠連票数 計 ６３８５０ 的中 （２－４） ７３７２（２番人気）
馬連票数 計 １８７５８４ 的中 �� １７３９７（２番人気）
馬単票数 計 １３７８３５ 的中 �� ５４４１（７番人気）
ワイド票数 計 ９７５２０ 的中 �� ７７３９（３番人気）�� ８５５１（２番人気）�� ８９１２（１番人気）
３連複票数 計 ２７８４１９ 的中 ��� ２５９５９（１番人気）
３連単票数 計 ４１３１０６ 的中 ��� ７３９４（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１４．１―１４．１―１３．０―１２．８―１２．９―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３８．１―５２．２―１：０５．２―１：１８．０―１：３０．９―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
６（１２，１４）４（３，１５）（８，１３）５－１１（１，２，７）９，１０
６，１２（３，１４）（４，１５）５，８，１１，１３，２，７－（１０，９）－１

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

勝馬の
紹 介

ディアアプローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Victory Gallop デビュー ２０１０．７．４ 阪神１１着

２００８．３．２５生 牝３鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti ７戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕 アソルータ号の騎手平野優は，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１０，０００円。（１２番・４番への進路

影響）
〔その他〕 ゴールデンファスト号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕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〕 ジャスミンシチー号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スターブルーウッド号

第１回　新潟競馬　第１日



１３００３ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１３ テ オ ブ ロ マ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 B４６６－ ８１：１３．６ ９．４�

５８ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６
５４ △川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５０－ ４１：１３．９２ ４．６�

２２ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４２８－ ８１：１４．０クビ ２３．１�
７１２ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４４８－ ４１：１４．４２� ７．６�
８１４ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５００＋ ４１：１４．６１� ４．１�
５９ ファーストレディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ２１：１４．８１� ５２．７�
４６ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ９０．０	
６１１ ゴールデンオルフェ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介山本 茂氏 清水 英克 新ひだか 元道牧場 ４９０－ ２１：１４．９� １１７．６

２３ ヤマニンバルーシュ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４９０－１４１：１５．０� ２３．５�
４７ シラサギジョウ 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４２２－ ６１：１５．３１� ７．２�
３５ レ オ ミ ヤ ビ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３４－ ４１：１５．４クビ １６１．０
８１５ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４２４－ ６ 〃 ハナ ９３．６�
３４ カシマホクト 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４７４－ ２１：１６．１４ ２１．４�
１１ マキシムオウショウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４９０－ ２１：１６．３１� ４．４�
６１０ ジャンヌシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 出羽牧場 ４５６－１４ （競走中止） １２８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，６１９，０００円 複勝： １４，３４５，４００円 枠連： ７，２２３，３００円

馬連： １８，２６６，８００円 馬単： １５，０３６，２００円 ワイド： １０，１４９，４００円

３連複： ２９，０２３，５００円 ３連単： ４１，６８０，５００円 計： １４４，３４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３１０円 � ２１０円 � ７４０円 枠 連（５－７） １，０２０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ６，３００円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ３，６４０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� １９，７１０円 ３ 連 単 ��� １２１，５９０円

票 数

単勝票数 計 ８６１９０ 的中 � ７２３４（６番人気）
複勝票数 計 １４３４５４ 的中 � １２３０２（６番人気）� ２２１０３（２番人気）� ４２８０（９番人気）
枠連票数 計 ７２２３３ 的中 （５－７） ５２４９（４番人気）
馬連票数 計 １８２６６８ 的中 �� ５３６２（１１番人気）
馬単票数 計 １５０３６２ 的中 �� １７６２（２８番人気）
ワイド票数 計 １０１４９４ 的中 �� ２５９５（１３番人気）�� ６７０（３４番人気）�� １１３７（２３番人気）
３連複票数 計 ２９０２３５ 的中 ��� １０８７（６０番人気）
３連単票数 計 ４１６８０５ 的中 ��� ２５３（３６７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．１―１２．７―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．５―４８．２―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ オ ブ ロ マ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２０１０．１０．１７ 東京８着

２００８．２．２５生 牡３鹿 母 フレンドリースピカ 母母 シャンソニエール ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 ジャンヌシチー号は，３コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シラサギジョウ号の騎手杉原誠人は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

ジャンヌシチー号の騎手花田大昂は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミスグロリアス号
（非抽選馬） １頭 ヨアケ号

１３００４ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７９ ロードエフォール 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４７８± ０１：５５．４ ２．０�

８１０ テイエムミライオー 牡３芦 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４８０＋ ４１：５５．５� ７．７�
７８ ヒカルマイデビュー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５０４－ ２１：５５．７１� ４．１�
６７ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４８６－ ６１：５７．１９ ２８．１�
１１ ディープルマン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５０８－ ６ 〃 クビ １２．２�
６６ ブライトジェム 牡３栗 ５６ 丸山 元気吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ １６．６�
５５ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４－ ６１：５７．８４ ３９．０	
４４ コウエイライト 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４４４－ ２１：５９．１８ １４．２

２２ サチノパートナー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐藤 幸彦氏 水野 貴広 新冠 競優牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １９．４�
８１１ ナリタフラッシュ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�オースミ 中尾 秀正 日高 白井牧場 ４７８－ ２１：５９．７３� ２４．９�
３３ カネトシスインガー 牡３芦 ５６ 赤木高太郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 新冠 細川農場 ５０６－ ２２：００．５５ ５５．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，６２６，０００円 複勝： ２６，４１６，４００円 枠連： ６，８６８，９００円

馬連： １７，７６２，４００円 馬単： １６，３１１，７００円 ワイド： １１，３６０，９００円

３連複： ２７，１１２，６００円 ３連単： ５０，２３７，０００円 計： １６６，６９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（７－８） ３６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，０８０円

票 数

単勝票数 計 １０６２６０ 的中 � ４２６３４（１番人気）
複勝票数 計 ２６４１６４ 的中 � １４８４２１（１番人気）� ２０６４９（３番人気）� ３１５７８（２番人気）
枠連票数 計 ６８６８９ 的中 （７－８） １４２２２（１番人気）
馬連票数 計 １７７６２４ 的中 �� ２２９９９（２番人気）
馬単票数 計 １６３１１７ 的中 �� １３９３２（２番人気）
ワイド票数 計 １１３６０９ 的中 �� １３５９１（２番人気）�� １７２７５（１番人気）�� ６００２（４番人気）
３連複票数 計 ２７１１２６ 的中 ��� ３９９４２（１番人気）
３連単票数 計 ５０２３７０ 的中 ��� １７８６５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３８．１―５１．６―１：０４．３―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

２
４

・（９，８）１０，２（４，７，１１）－３，１，５，６・（９，８）１０－７（２，４）１１，１－５（３，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードエフォール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．２．２６ 中山３着

２００８．５．６生 牡３黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie ３戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走状況〕 ロードエフォール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシスインガー号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。



１３００５ ４月２３日 小雨 良 （２３新潟１）第１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

６１２� アスターヒューモア 牝３黒鹿５４ 村田 一誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn
Farm ４５０－ ２ ５６．１ ３．１�

２４ メトログリペン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ５０４＋１０ ５６．２� ７．６�
３６ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８０± ０ ５６．７３ ３４．９�
５１０ スサーナトウショウ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６－１２ 〃 クビ １３．１�
３５ � ケイアイアテナ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro

Kameda ４００± ０ 〃 ハナ ４．０�
７１３ サンマルフェアー 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗相馬 勇氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４０６－ ９ ５６．９１� １３．１�
１１ ウエスタンシャイン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ３８４－ ２ ５７．２２ １０５．５	
８１５ ヒシラスティ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４４８－ ８ ５７．４１	 ２２．７

２３ エイトプリンス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４０ ― ５７．５クビ ４９．２�
６１１ タニオブダイヤ 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４８６－１０ ５７．６� ４４．０�
８１６ シエナクロス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人木浪 巖氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 ４１４－ ２ ５７．７� １１．０
４７ カムアップローズ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４０４－１０ ５７．９１ １１０．８�
７１４ ミサノグリーン 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４３２± ０ ５８．１１	 ８．０�
５９ ソングアンドダンス 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 ４１０－１２ 〃 クビ ４３．４�
１２ シ ュ ラ イ ク 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生石川 幸司氏 根本 康広 新ひだか 元茂 義一 ４１２ ― ５８．５２� １１１．７�
４８ ディアリール 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 浦河 小倉牧場 ４１０－ ８ ５９．４５ ４６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，３７６，０００円 複勝： １０，６１０，３００円 枠連： ７，１１０，１００円

馬連： １９，２３２，４００円 馬単： １４，７０４，８００円 ワイド： ９，６９５，１００円

３連複： ２８，４５３，４００円 ３連単： ４３，１２９，６００円 計： １４１，３１１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � ７００円 枠 連（２－６） １，３００円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，８２０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １１，６６０円 ３ 連 単 ��� ３１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ８３７６０ 的中 � ２１６４８（１番人気）
複勝票数 計 １０６１０３ 的中 � ２２２９４（２番人気）� ６１４９（７番人気）� ３２４５（１０番人気）
枠連票数 計 ７１１０１ 的中 （２－６） ４０５１（６番人気）
馬連票数 計 １９２３２４ 的中 �� １００８３（３番人気）
馬単票数 計 １４７０４８ 的中 �� ４３６１（４番人気）
ワイド票数 計 ９６９５１ 的中 �� ４１５２（４番人気）�� １２８２（１９番人気）�� ７７７（３６番人気）
３連複票数 計 ２８４５３４ 的中 ��� １８０１（３７番人気）
３連単票数 計 ４３１２９６ 的中 ��� ９９７（７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．８―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３３．４―４４．２

上り４F４４．０－３F３３．５
勝馬の
紹 介

�アスターヒューモア �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Distorted Humor デビュー ２０１０．１１．１３ 京都２着

２００８．２．２１生 牝３黒鹿 母 Saratoga Humor 母母 Saratoga Ack ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアリール号は，平成２３年５月２３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 エレガンテココ号・シャインストーン号・ソアリング号・テイエムエメラルド号

１３００６ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ シルクエスティーム 牡３黒鹿５６ 中舘 英二有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４７４－ ２１：５６．２ ７．６�

３４ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１８－ ２ 〃 クビ ６．６�
６９ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４９０＋ ６１：５６．５１� ２９．２�
１１ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ６１：５６．９２� ５．５�
７１１ マイネルクォンタム 牡３栃栗５６ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４６６－１０１：５７．０� １２．０�
８１３ アカウンタビリティ 牡３黒鹿５６ 丸山 元気池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ５００＋ ２１：５７．１� ６．１�
４６ スペースウォーク 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４７６－ ８１：５７．６３ ４２．２	
２２ ダイヤピアス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４２２－ ４１：５８．３４ １８３．９

４５ ニシノレジェンド 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 ５１０＋ ４１：５８．６２ ３８．６�
６１０ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８４＋ ２１：５９．０２� ２．４�
３３ シルクハイボール 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ８１：５９．５３ １１８．１
５８ リッチマインド 牡３青鹿５６ 田中 健�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ５３６－１４２：０１．２大差 ６２．０�
５７ チャンスワン 牡３栗 ５６ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４８４ ―２：０１．４� ７０．０�
８１４ ナムラストーム 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４４０－ ２２：０４．０大差 １６８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５４３，３００円 複勝： １６，５１１，１００円 枠連： ７，１２９，０００円

馬連： １８，３８８，１００円 馬単： １５，６９８，０００円 ワイド： １０，１７１，９００円

３連複： ２６，４４６，９００円 ３連単： ４２，８６５，５００円 計： １４７，７５３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３５０円 � ２６０円 � ６１０円 枠 連（３－７） １，５６０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ６，８８０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� ２，３９０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� １６，１１０円 ３ 連 単 ��� ９０，６５０円

票 数

単勝票数 計 １０５４３３ 的中 � １０９４８（５番人気）
複勝票数 計 １６５１１１ 的中 � １２６５６（６番人気）� １８７３９（４番人気）� ６３９４（７番人気）
枠連票数 計 ７１２９０ 的中 （３－７） ３３８２（６番人気）
馬連票数 計 １８３８８１ 的中 �� ４４７１（１４番人気）
馬単票数 計 １５６９８０ 的中 �� １６８４（２９番人気）
ワイド票数 計 １０１７１９ 的中 �� ２２３０（１３番人気）�� １０３３（２５番人気）�� １５２９（２０番人気）
３連複票数 計 ２６４４６９ 的中 ��� １２１２（４６番人気）
３連単票数 計 ４２８６５５ 的中 ��� ３４９（２６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．９―５０．７―１：０３．６―１：１６．２―１：２９．４―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F４０．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクエスティーム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．３．２０ 阪神８着

２００８．４．２８生 牡３黒鹿 母 シルキーグランス 母母 Northern Glance ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 チャンスワン号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「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〕 ナムラストーム号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。



１３００７ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

４７ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４９２－ ４１：１２．０ ３．３�

４６ � サンライズアイ 牡６栗 ５７
５４ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 浜本牧場 ４９８＋１２１：１２．３２ ２６．６�

５８ スプリングルーシー 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４７４＋１８１：１２．４� １２．４�
２２ グローリーステップ 牝４鹿 ５５

５３ △川須 栄彦 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６６± ０１：１２．５クビ ３．７�
３５ タイキルネサンス 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５３６－２８１：１３．１３� ５．０�
６１１� アイファーマーチス 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５３４－ ２ 〃 クビ ５９．７	
７１３ エンダーズシャドウ 牡４黒鹿５７ 丸山 元気飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６８－ ８１：１３．２� ５．６

６１０� ニ ン グ ル 牡５鹿 ５７ 武 英智�ダイリン 河野 通文 日高 大沢育成牧場 B４３０－ ６１：１３．３� ２１０．９�
８１４ イーサンヘモス �５青鹿５７ 赤木高太郎国本 勇氏 岩戸 孝樹 門別 新井 昭二 ４６６－ ２１：１３．４� １３．９�
７１２ メイケイファルコン 牡５鹿 ５７ 柴原 央明名古屋競馬� 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４３６－１２１：１４．１４ ９５．２
５９ � ケージーマサムネ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次川井 五郎氏 新開 幸一 新冠 岩見牧場 B５２８－１２ 〃 クビ １０３．１�
３４ キャッツテイル 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２４＋ ２１：１４．６３ １８８．７�
８１５ チェリーブランデー 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２０－１２１：１４．７� ８１．４�
２３ リネンピュア 牝５鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４６± ０１：１５．５５ ６５．９�
１１ � スマートチョイス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 浦河 鮫川牧場 ４８０＋ ２１：１５．７１� ２３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，０７１，６００円 複勝： １１，６１７，２００円 枠連： ６，１４０，３００円

馬連： １７，３７７，０００円 馬単： １３，２３９，６００円 ワイド： ８，１１７，８００円

３連複： ２４，４３６，５００円 ３連単： ３８，４２８，６００円 計： １２８，４２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � ６５０円 � ３５０円 枠 連（４－４） ５，９００円

馬 連 �� ４，７６０円 馬 単 �� ８，１００円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ９１０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� １６，１９０円 ３ 連 単 ��� ７７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ９０７１６ 的中 � ２１７８８（１番人気）
複勝票数 計 １１６１７２ 的中 � ２１２６０（２番人気）� ３８７４（８番人気）� ８２５２（５番人気）
枠連票数 計 ６１４０３ 的中 （４－４） ７６９（２２番人気）
馬連票数 計 １７３７７０ 的中 �� ２６９８（１９番人気）
馬単票数 計 １３２３９６ 的中 �� １２０７（３０番人気）
ワイド票数 計 ８１１７８ 的中 �� １２４６（１８番人気）�� ２２６７（１１番人気）�� ６１０（３７番人気）
３連複票数 計 ２４４３６５ 的中 ��� １１１４（４８番人気）
３連単票数 計 ３８４２８６ 的中 ��� ３６８（２３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．７―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンハダル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．７．１９ 新潟１３着

２００７．４．２１生 牡４鹿 母 フ ジ ャ ブ 母母 Winters’ Love １３戦２勝 賞金 １９，４５０，０００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） １頭 テイエムマイヒメ号
（非抽選馬） １頭 アルテミス号

１３００８ ４月２３日 小雨 良 （２３新潟１）第１日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１１ ストロングロビン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０－ ８１：３４．５ １４．１�

５１０ ファビュラスセンス 牝５栗 ５５
５２ ▲西村 太一 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４２８－ ２ 〃 クビ ２２．７�

２３ エクセリオン 牡４芦 ５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０ 〃 ハナ ７．４�
７１４ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８２＋ ２１：３４．７１� ３．８�
８１６ ドリームモモタロウ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ４ 〃 アタマ １３．９�
３６ ヴィクトリアローズ 牝４栗 ５５ 丸山 元気古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４３８＋ ８ 〃 ハナ ２７．９�
５９ グリーンイレブン 牡５青鹿 ５７

５５ △川須 栄彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ５２０＋ ８１：３４．８クビ ７．５	
２４ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ６１：３５．０１� １１．１

３５ ゴッドダンシング 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４６２＋ ２ 〃 クビ ４１．９�
１２ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 村田 一誠シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１２－ ８ 〃 ハナ ７６．４�
４７ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６８＋ ２１：３５．１� ３．５
４８ ヴィーヴァブーケ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４２２＋１６１：３５．３１ ８３．６�
６１２ サニーダニエル 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０４＋２２１：３５．４	 ６７．６�
６１１ ジョディーズライン 牝４栗 ５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ４１：３５．６１	 ３１．０�
７１３
 アドマイヤブレーク �４黒鹿５７ 小林慎一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ８１：３６．１３ ３４．８�
８１５
 ミッキーハンター 牡６鹿 ５７ 上村 洋行野田みづき氏 高野 友和 静内 タイヘイ牧場 ４７４＋２０１：３７．６９ ３００．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０３０，２００円 複勝： １７，５８５，３００円 枠連： ８，７４４，３００円

馬連： ２３，２２５，２００円 馬単： １６，７３８，３００円 ワイド： １２，２０１，８００円

３連複： ３２，０７５，６００円 ３連単： ４８，０７４，５００円 計： １７０，６７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ５２０円 � ５２０円 � ３００円 枠 連（１－５） ４，９００円

馬 連 �� １５，１２０円 馬 単 �� ３０，９６０円

ワ イ ド �� ３，９９０円 �� １，８８０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ３９，０７０円 ３ 連 単 ��� ２５５，２５０円

票 数

単勝票数 計 １２０３０２ 的中 � ６７５８（７番人気）
複勝票数 計 １７５８５３ 的中 � ８５５１（６番人気）� ８５２１（７番人気）� １７４３６（３番人気）
枠連票数 計 ８７４４３ 的中 （１－５） １３１７（２２番人気）
馬連票数 計 ２３２２５２ 的中 �� １１３４（４８番人気）
馬単票数 計 １６７３８３ 的中 �� ３９９（８９番人気）
ワイド票数 計 １２２０１８ 的中 �� ７４５（４６番人気）�� １６２０（２１番人気）�� １２７２（２６番人気）
３連複票数 計 ３２０７５６ 的中 ��� ６０６（１１８番人気）
３連単票数 計 ４８０７４５ 的中 ��� １３９（７１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．１―１２．３―１１．９―１１．４―１０．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．３―１：００．２―１：１１．６―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングロビン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．８．２ 新潟３着

２００６．３．２８生 牡５鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー １５戦３勝 賞金 ３３，３７８，０００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。
（非当選馬） １頭 ラジャポネーズ号
（非抽選馬） ３頭 イオス号・グレートビンテージ号・シーキングフェイム号



１３００９ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ トップオブカハラ 牡４芦 ５７
５５ △川須 栄彦横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４７６＋ ８１：５３．４ ５．６�

２３ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９８－ ２１：５４．３５ １０．０�
８１４ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０２－ ４１：５４．４� ４．５�
５９ サダムトウコン 牡４黒鹿５７ 津村 明秀大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７４－１０１：５４．６１ ７．４�
３４ アカシローレル 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４８－ ４１：５４．８１� １０．０�
４７ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４８４－ ６１：５４．９� １９．４�
８１５� シゲルゴユウサン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４９２＋ ６１：５５．３２� ３０．４�
７１３ マルブツファイン 牡６青鹿 ５７

５４ ▲西村 太一大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５１４＋１０１：５５．４クビ ２０７．５	
７１２ ドリームラブソング 牡４青鹿５７ 鈴来 直人セゾンレースホース
 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７４＋ ４１：５５．６１� ６０．９�
３５ トランソニック 牡５栗 ５７ 鮫島 良太太田 美實氏 藤原 英昭 門別 天羽牧場 ４７０－ ６１：５５．８１� ３．３�
６１１ ロトディパーチャー 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４５６－１２１：５６．０� ４６．１
１１ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８８－ ２ 〃 クビ １０１．１�
５８ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４２＋ ２１：５７．２７ ５３．２�
４６ � メイプルステージ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 成隆牧場 ４５０－ ３ 〃 アタマ ７０．６�
６１０ トゥルーボーン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４９６＋１０２：０１．２大差 ２０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，４５２，２００円 複勝： １７，１５２，３００円 枠連： ９，７３５，８００円

馬連： ２６，９６０，８００円 馬単： １９，８１１，０００円 ワイド： １２，９１２，９００円

３連複： ３７，４３７，８００円 ３連単： ６３，４９４，７００円 計： １９７，９５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（２－２） ２，４７０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ４，１８０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ５１０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２３，８５０円

票 数

単勝票数 計 １０４５２２ 的中 � １４７７６（３番人気）
複勝票数 計 １７１５２３ 的中 � ２３３１０（３番人気）� １９５５３（４番人気）� ２９２２０（２番人気）
枠連票数 計 ９７３５８ 的中 （２－２） ２９１６（１１番人気）
馬連票数 計 ２６９６０８ 的中 �� ７３１８（１２番人気）
馬単票数 計 １９８１１０ 的中 �� ３５０３（１６番人気）
ワイド票数 計 １２９１２９ 的中 �� ３９７０（１０番人気）�� ６５２３（３番人気）�� ４１１５（８番人気）
３連複票数 計 ３７４３７８ 的中 ��� ７０２９（１０番人気）
３連単票数 計 ６３４９４７ 的中 ��� １９６５（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．２―４９．６―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．９―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブカハラ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Dr. Carter デビュー ２００９．１２．１３ 阪神８着

２００７．４．１７生 牡４芦 母 ク レ ミ ュ ー 母母 Tappiano １５戦２勝 賞金 １９，５３１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥルーボーン号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。

１３０１０ ４月２３日 小雨 良 （２３新潟１）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

い い で

飯 豊 特 別
発走１４時５０分 （芝・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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１６ バクシンカーリー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４８０± ０１：０８．４ ６．４�

２４ シセイハヤテ 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４７４－ ４１：０８．７２ １２．５�
１１ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ １３．２�
３５ レオプライム 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １４．３�
１２ ヤマニングルノイユ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８６－ ２１：０８．８クビ ３．７�
６１１ サンゴシック 牡５栗 ５７ 川須 栄彦幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５１２± ０１：０９．０１� ２５．１	
３６ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ 吉田 隼人原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：０９．１	 ８．１

５９ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 津村 明秀シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４８８－ ２１：０９．２	 １７．５�
５１０
 シチリアーナ 牝６黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６０－ ６ 〃 クビ ５８．３�
４７ タイキブルース 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６２－１０１：０９．３クビ ９．６
２３ オモイデサクラ 牝４黒鹿５５ 丸山 元気�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４７６－１０１：０９．５１� ３７．１�
７１３ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８－１０ 〃 クビ ２６．１�
４８ ニシノモレッタ 牝４栗 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４９０＋ ２１：０９．６クビ ３９．９�
７１４� シベリアンヒート 牡８芦 ５７ 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５２６－ ４１：０９．７� ８６．８�
８１５ ウインキングストン 牡６栗 ５７ 田辺 裕信�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４８８－ ２１：０９．８	 ７．８�
６１２
 サクラバレット 牡６青 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４７２－１０１：１０．５４ ２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３２６，５００円 複勝： ２５，９２５，８００円 枠連： １７，２１７，６００円

馬連： ４６，４２７，１００円 馬単： ２９，１６０，６００円 ワイド： ２０，８７８，０００円

３連複： ６５，８１５，２００円 ３連単： １０５，２７１，５００円 計： ３２６，０２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ４６０円 枠 連（２－８） １，４２０円

馬 連 �� ４，２５０円 馬 単 �� ８，２９０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� ２，３２０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ２３，７６０円 ３ 連 単 ��� １２３，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５３２６５ 的中 � １８９２９（２番人気）
複勝票数 計 ２５９２５８ 的中 � ３３４１６（２番人気）� ２２２３１（４番人気）� １３４４１（８番人気）
枠連票数 計 １７２１７６ 的中 （２－８） ８９４９（５番人気）
馬連票数 計 ４６４２７１ 的中 �� ８０７０（１４番人気）
馬単票数 計 ２９１６０６ 的中 �� ２５９６（２８番人気）
ワイド票数 計 ２０８７８０ 的中 �� ３６１４（１３番人気）�� ２２０７（２９番人気）�� １９２１（３９番人気）
３連複票数 計 ６５８１５２ 的中 ��� ２０４５（８５番人気）
３連単票数 計１０５２７１５ 的中 ��� ６２９（４１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．２―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．６
３ ２，１６（９，１２）（１，３）１３（４，８）（６，１１，１５）－（１０，５）１４，７ ４ ２（１６，１２）（１，９）３，１３（４，８）（６，１１，１５）（１０，５）１４，７

勝馬の
紹 介

バクシンカーリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．１１．７ 福島２着

２００７．５．１１生 牝４鹿 母 スギノチビカリアン 母母 Welcome Break １４戦３勝 賞金 ４０，８９６，０００円
※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） ２頭 ハートランドノリカ号・リネンパズル号
（非抽選馬） ６頭 エクレウス号・クレムリンシチー号・シルクパルサー号・シルクファルシオン号・ホットチリペッパー号・

リキサンシンオー号



１３０１１ ４月２３日 小雨 良 （２３新潟１）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�第８回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左・外）
牝，４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：５３�，収得賞金
１，６００万円毎１�増，�：５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１
着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

１１ フミノイマージン 牝５鹿 ５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７４± ０１：４５．４ １６．３�

３５ コスモネモシン 牝４青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５２＋ ６１：４５．７２ １０．６�
３６ ソウルフルヴォイス 牝４鹿 ５３ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：４６．０１� ６．６�
５９ オウケンサクラ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 B４８４－１０ 〃 アタマ １４．１�
５１０ イタリアンレッド 牝５鹿 ５４ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：４６．１クビ １６．６�
６１２ レインボーダリア 牝４栗 ５３ 木幡 初広田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５０－ ２１：４６．３１	 １２．２	
８１５ スマートシルエット 牝４鹿 ５３ 田辺 裕信大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ ４．７

２３ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５４ 丸山 元気�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４９０＋ ６ 〃 アタマ ４．８�
６１１ シンメイフジ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５８＋ ６１：４６．４� ７．１�
７１４ スイートマトルーフ 牝５青鹿５３ 藤岡 康太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８６－１０１：４６．６１
 ８１．８
４７ バイタルスタイル 牝４栗 ５３ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３９．５�
７１３ ウインマリアベール 牝４栗 ５３ 大野 拓弥�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６－１４１：４６．７クビ ６８．３�
２４ エスピナアスール 牝４黒鹿５３ 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４５４－ ６１：４７．１２
 ３４．９�
８１６ サンデーミューズ 牝４栗 ５３ 吉田 隼人 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－１４１：４７．２� １４．４�
４８ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５４ 村田 一誠 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２ 〃 ハナ ２８９．９�
１２ クロワラモー 牝４黒鹿５３ 小林 徹弥�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４４８－ ２１：４８．１５ ４２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，０３０，４００円 複勝： ８２，４０６，８００円 枠連： ４３，８７８，５００円

馬連： ２２６，２３２，８００円 馬単： １０５，１２９，１００円 ワイド： ７７，３７４，９００円

３連複： ３２０，５０５，１００円 ３連単： ４９１，２４２，３００円 計： １，３９５，７９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ５３０円 � ３４０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ２，２６０円

馬 連 �� ５，７５０円 馬 単 �� １２，４８０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� １，１３０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� ９６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４９０３０４ 的中 � ２３７６９（９番人気）
複勝票数 計 ８２４０６８ 的中 � ３６４９８（７番人気）� ６４６２６（６番人気）� １０２７６３（３番人気）
枠連票数 計 ４３８７８５ 的中 （１－３） １４３２９（１２番人気）
馬連票数 計２２６２３２８ 的中 �� ２９０７９（２５番人気）
馬単票数 計１０５１２９１ 的中 �� ６２２０（５７番人気）
ワイド票数 計 ７７３７４９ 的中 �� １３３２６（２０番人気）�� １７０２０（１１番人気）�� １６７２５（１２番人気）
３連複票数 計３２０５０５１ 的中 ��� １６４４９（４８番人気）
３連単票数 計４９１２４２３ 的中 ��� ３７６８（３３９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１２．４―１２．３―１１．８―１１．４―１０．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．３―５９．６―１：１１．４―１：２２．８―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．０
３ ８（７，９）（２，３，４）１５（５，１２）（１４，１６）（１１，１，１３）１０，６ ４ ８（７，９）（２，３，４）（５，１２，１５）（１１，１，１３，１４，１６）１０，６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝５鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination １６戦５勝 賞金 １０６，１２０，０００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 ビコーペグー号

１３０１２ ４月２３日 小雨 稍重 （２３新潟１）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�

さ き は な

咲 花 特 別
発走１６時００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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７７ タクティクス �５栗 ５７ 丸山 元気近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５３．４ ２．６�

２２ イ ー グ ル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７２－ ２１：５３．９３ ５．３�
８１０ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １１．０�
６６ � ディレクシオン 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４６６－ ６ 〃 アタマ １３．３�
８９ 	 エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３２± ０ 〃 ハナ ４１．９�
５５ フェバリットアワー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５０６－ ２１：５４．３２
 １０．２	
７８ ダイレクトパス 牡７青鹿５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５８＋ ４１：５４．４クビ ９．７

４４ オウシュウベスト 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ６．５�
１１ 	 フィールドウイナー 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５１４－１２１：５４．９３ ２７．４�
３３ カタンジャレ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ４９８－１２１：５５．７５ ９．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，７１５，５００円 複勝： ２７，５７９，２００円 枠連： １０，９３８，６００円

馬連： ４２，６３５，３００円 馬単： ３１，３０８，７００円 ワイド： １９，０６３，２００円

３連複： ５４，９６４，９００円 ３連単： １１９，７４８，９００円 計： ３２４，９５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（２－７） ４９０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ６，９６０円

票 数

単勝票数 計 １８７１５５ 的中 � ５７４１４（１番人気）
複勝票数 計 ２７５７９２ 的中 � ６５６２６（１番人気）� ３７６０７（３番人気）� ２９６２４（５番人気）
枠連票数 計 １０９３８６ 的中 （２－７） １６６０５（１番人気）
馬連票数 計 ４２６３５３ 的中 �� ４２１２３（１番人気）
馬単票数 計 ３１３０８７ 的中 �� １９４３８（１番人気）
ワイド票数 計 １９０６３２ 的中 �� １６９７９（１番人気）�� １０９９８（４番人気）�� ４７４１（１２番人気）
３連複票数 計 ５４９６４９ 的中 ��� １７２８１（５番人気）
３連単票数 計１１９７４８９ 的中 ��� １２７１１（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．３―５０．４―１：０２．７―１：１５．０―１：２７．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タクティクス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１ 京都５着

２００６．４．１３生 �５栗 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン １７戦２勝 賞金 ２７，１２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２３新潟１）第１日 ４月２３日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

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

２１４，０４０，０００円
８，５９０，０００円
１，９６０，０００円
２０，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８５８，５００円
４，７９６，０００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
１６８，６５４，３００円
２８３，１０５，４００円
１３７，７１０，４００円
４９４，１０２，８００円
３０５，６２８，７００円
２１１，４９３，７００円
７０３，９００，０００円

１，１２６，６５４，２００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 ３，４３１，２４９，５００円

総入場人員 ９，８７５名 （有料入場人員 ９，０５４名）


