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１３１０９ ５月２２日 雨 稍重 （２３新潟１）第１０日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ ハクユウサンサン 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６４－ ２１：５２．９ １０．７�

４６ エアギベオン 牡３青鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６２－ ６１：５３．２１� ２．４�

２３ ハ ル カ フ ジ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４６８＋１２１：５３．８３� １８．０�

２２ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７８＋ ６１：５３．９� ９．３�

５９ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ １８．３�
６１０ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３６－ ２１：５４．０クビ １５．０	
６１１ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６４± ０１：５４．２１� ６７．３

１１ トーホウベスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ３．２�
５８ トリニダード 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４－１６１：５４．３クビ １０．９�
８１５ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９２＋ ２１：５４．６２ １３４．２
８１４ ホワイトサンズ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優日下部勝�氏 土田 稔 日高 本間牧場 ４９８－ ６１：５５．７７ ３２３．０�
７１３ マヤノディアウス 牡３栗 ５６ 黛 弘人田所 英子氏 牧 光二 新冠 高橋 忍 ４９８＋ ８１：５５．８� ２８４．０�
３５ ハヤブサミラクル 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５０± ０１：５６．３３ ７５．６�
３４ バンダムヴィッツ �３黒鹿５６ 田中 克典山科 統氏 山内 研二 浦河 バンダム牧場 ４５４－ ４１：５７．２５ ３５４．２�
４７ ドリームアーサー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也セゾンレースホース� 中村 均 新冠 松浦牧場 ５４８＋ ２１：５８．８１０ １３３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，３５９，４００円 複勝： １５，７２５，６００円 枠連： ６，１８７，３００円

馬連： ２１，６８９，１００円 馬単： １７，８６７，０００円 ワイド： １１，１８０，２００円

３連複： ３４，０４９，９００円 ３連単： ５６，８９５，８００円 計： １７１，９５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � ５３０円 枠 連（４－７） ９１０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，７７０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ３２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ８３５９４ 的中 � ６１６９（４番人気）
複勝票数 計 １５７２５６ 的中 � １１７３１（４番人気）� ５００４４（１番人気）� ５４７８（８番人気）
枠連票数 計 ６１８７３ 的中 （４－７） ５０１８（３番人気）
馬連票数 計 ２１６８９１ 的中 �� １４６２７（３番人気）
馬単票数 計 １７８６７０ 的中 �� ４１９８（１２番人気）
ワイド票数 計 １１１８０２ 的中 �� ６４９２（２番人気）�� １４６５（１９番人気）�� ３３０４（１１番人気）
３連複票数 計 ３４０４９９ 的中 ��� ５５８１（１４番人気）
３連単票数 計 ５６８９５８ 的中 ��� １３０２（９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．８―１２．９―１２．４―１２．８―１３．０―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．６―４９．５―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．７―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハクユウサンサン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２０１０．９．５ 小倉１２着

２００８．４．１１生 牡３鹿 母 シャドウレディ 母母 バンブトンジヨイ １１戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔発走状況〕 タイセイソルジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームアーサー号は，平成２３年６月２２日まで平地競走に出走できない。

１３１１０ ５月２２日 雨 稍重 （２３新潟１）第１０日 第２競走 ２，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

２３ ヴェラシティ 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４６８± ０２：２９．５ ３．４�

８１５ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２８＋ ６２：２９．８２ ２．８�
６１１ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６２：３０．０１ ５．０�
１１ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ８２：３０．７４ １５０．５�
７１３ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ４ 〃 アタマ ４９．３�
１２ エメラルスカイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平高橋 勉氏 小野 幸治 新ひだか 出羽牧場 ４３６± ０２：３０．９１� １５１．６�
５９ アグネスネオ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ １０．５	
８１６ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ４９８＋ ４２：３１．３２� ５６．３

２４ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９２＋ ２２：３１．５１� ７．０�
５１０ トーセンビート 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 �哉氏 後藤 由之 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０２：３１．７１ ８２．７
４７ テイエムモーレツ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ３０．７�
３５ エクスプライド 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４２－２８２：３２．２３ ３２．０�
７１４ ナイスアランデル 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４６２＋１０２：３２．４１� ２９０．４�
６１２ ゴールドループ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗 IHR 和田正一郎 新ひだか 山際 智 ４７２± ０２：３２．７１� ２３８．３�
３６ オリンピアシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 青森 清水 貞信 ４４２－１６２：３４．０８ ２６９．１�
４８ フロムジャパン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４７０＋ ２２：３６．５大差 ４５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，９２２，７００円 複勝： １３，５００，５００円 枠連： ６，２０６，０００円

馬連： １６，７９３，８００円 馬単： １３，４６２，６００円 ワイド： ８，６２３，９００円

３連複： ２７，５９４，２００円 ３連単： ４０，８３３，６００円 計： １３４，９３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－８） ３１０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ２，９６０円

票 数

単勝票数 計 ７９２２７ 的中 � １８７４５（２番人気）
複勝票数 計 １３５００５ 的中 � ２７４４５（３番人気）� ２９６６５（１番人気）� ２９５４１（２番人気）
枠連票数 計 ６２０６０ 的中 （２－８） １４８８３（１番人気）
馬連票数 計 １６７９３８ 的中 �� ２５７８７（１番人気）
馬単票数 計 １３４６２６ 的中 �� １０８２６（１番人気）
ワイド票数 計 ８６２３９ 的中 �� １４２９５（１番人気）�� ７３４０（２番人気）�� ６５４６（３番人気）
３連複票数 計 ２７５９４２ 的中 ��� ３５８５６（１番人気）
３連単票数 計 ４０８３３６ 的中 ��� １０２０８（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．４―１３．３―１３．３―１３．４―１３．１―１２．９―１２．０―１２．１―１２．１

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―２３．４―３４．９―４７．３―１：００．６―１：１３．９―１：２７．３―１：４０．４―１：５３．３―２：０５．３―２：１７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．２
１
３
４－１６（１１，１２，１５）－１３，１０，７，９（５，６）（２，３，１４）１－８
４，１６（１１，１５，３）１（１３，１２）（１０，１４）９（２，５，６）７＝８

２
４

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

勝馬の
紹 介

ヴェラシティ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．８．８ 新潟１０着

２００８．４．９生 牡３栗 母 ビワビーナス 母母 パシフィカス １１戦１勝 賞金 １５，５００，０００円
〔制裁〕 ローザアルラヴィス号の騎手藤懸貴志は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１６番・４番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロムジャパン号は，平成２３年６月２２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 キクノアジオ号

第１回　新潟競馬　第１０日



１３１１１ ５月２２日 雨 稍重 （２３新潟１）第１０日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１４ マイネエレーナ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ４１：２３．６ ６．５�

７１３ プリティアクィーン 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４４８± ０ 〃 ハナ ５．２�
３６ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４５２＋ ４１：２３．９２ ６．３�
６１２ シルクアイリス 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ４１：２４．０� ３．８�
６１１ ハートノイヤリング 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２４．１� ３３．１�
５１０ ウインヴァルキリー 牝３青 ５４

５３ ☆高倉 稜�ウイン 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８０ ― 〃 クビ ６３．９�
５９ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ２１：２４．２クビ ５５．３	
４８ ジョープラチネラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３２± ０１：２４．３� ２００．１

１１ マ ニ ク ー レ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１４＋ ２１：２４．６１� ６．４�
８１６ タケデンレッド 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ３６．７�
２４ タ ト ゥ ー ン 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４６４－ ４１：２５．３４ ４１．１
４７ クレバーユーミン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４２６－ ６ 〃 アタマ １５４．９�
８１５ ラ ン フ ァ ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４６４＋ ６１：２５．６１� ２７．７�
１２ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４５６＋ ４１：２５．７� １５．０�
３５ ショウナンサージュ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 B４４８－ ４１：２６．５５ ９．７�
２３ バ タ フ ラ イ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４６４＋ ２１：２６．６� ３３３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６１２，２００円 複勝： １７，８３０，３００円 枠連： ８，２００，９００円

馬連： ２２，７４４，９００円 馬単： １５，９０５，６００円 ワイド： １２，３８０，８００円

３連複： ３３，８７０，７００円 ３連単： ４７，５９５，３００円 計： １６９，１４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（７－７） １，６２０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ６５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２１，１９０円

票 数

単勝票数 計 １０６１２２ 的中 � １２９０４（５番人気）
複勝票数 計 １７８３０３ 的中 � １９９５７（４番人気）� ３０８４５（２番人気）� ２４６１４（３番人気）
枠連票数 計 ８２００９ 的中 （７－７） ３７４５（８番人気）
馬連票数 計 ２２７４４９ 的中 �� ９８１４（６番人気）
馬単票数 計 １５９０５６ 的中 �� ３７９３（１０番人気）
ワイド票数 計 １２３８０８ 的中 �� ４９４８（５番人気）�� ４６８７（７番人気）�� ５４３０（３番人気）
３連複票数 計 ３３８７０７ 的中 ��� ７４６６（７番人気）
３連単票数 計 ４７５９５３ 的中 ��� １６５８（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１２．４―１２．２―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３４．１―４６．５―５８．７―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．１
３ ５－２（１，１５）１２（４，８）（９，１３，１４）（６，１６）－（１０，１１）７－３ ４ ５－２（１，１５，１２）（４，８，１４）１３（９，１６）６（１０，１１）－７－３

勝馬の
紹 介

マイネエレーナ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１３着

２００８．４．１８生 牝３鹿 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００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 デリール号

１３１１２ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

２２ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４７６＋ ２１：１１．１ ２．３�

７１３ フレンチミシル 牝３栗 ５４
５１ ▲平野 優�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７２± ０１：１１．９５ ４．３�

５８ ニ ザ エ モ ン 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４８４ ― 〃 アタマ １９．５�
３４ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４５０＋１８１：１２．４３ ７．１�
５９ クリスタリン 牝３栗 ５４ 丸山 元気加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １１５．８�
４７ フュージョン 牝３芦 ５４ 木幡 初広吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６８－ ２１：１２．５クビ ５２．４�
２３ タケデンエメラルド 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４１８＋ ６ 〃 クビ ３１６．９	
６１１ プリティーマッハ 牡３芦 ５６ 村田 一誠越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４４＋ ２１：１２．６� １２．９

１１ ヒダノエリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 木田牧場 ４１６＋１４１：１３．０２� ５１５．５�
３５ エムオースマイル 牡３芦 ５６ 西田雄一郎大浅 貢氏 高柳 瑞樹 むかわ 貞広 賢治 ５１２＋ ２ 〃 クビ ９．０�
４６ コーンビスティー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：１３．２１� １７．０
６１０ ナリタワイルド 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５００＋ ６１：１３．７３ １２．３�
８１５ ピンクピアリス 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム ４５４ ―１：１３．９１� ２２６．８�
７１２ プラウドガール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４４０ ―１：１４．０� ３１４．３�
８１４ 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 ４２２－１０１：１４．２１� ４８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８１１，６００円 複勝： １６，１０２，５００円 枠連： ７，３４４，１００円

馬連： ２０，８３５，６００円 馬単： １７，６７９，６００円 ワイド： １１，４９４，６００円

３連複： ３１，８９５，４００円 ３連単： ５１，１１０，２００円 計： １６６，２７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（２－７） ５１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ７４０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� １０，８００円

票 数

単勝票数 計 ９８１１６ 的中 � ３４８１３（１番人気）
複勝票数 計 １６１０２５ 的中 � ５０７３９（１番人気）� ２２２３６（２番人気）� ６０４１（８番人気）
枠連票数 計 ７３４４１ 的中 （２－７） １０８００（２番人気）
馬連票数 計 ２０８３５６ 的中 �� ３２７２８（１番人気）
馬単票数 計 １７６７９６ 的中 �� １４５９６（１番人気）
ワイド票数 計 １１４９４６ 的中 �� １４３７２（１番人気）�� ３５５２（８番人気）�� １２７９（２４番人気）
３連複票数 計 ３１８９５４ 的中 ��� ７６１１（１０番人気）
３連単票数 計 ５１１１０２ 的中 ��� ３４９５（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１２．１―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．２―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルトウドリ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．１１．６ 福島５着

２００８．１．２８生 牡３栗 母 ハッピーオーシャン 母母 ハツピートウメイ ９戦１勝 賞金 １０，５００，０００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 フラワーハット号



１３１１３ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３６ ストーンヘンジ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８－１０１：５０．０ ２．９�

２４ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：５０．１� １３．２�

４７ アトミックデザイン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース河野 通文 安平 追分ファーム ４５４－ ６１：５０．５２� ３．５�
２３ アルジェンタム 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５０．７１� １５．８�
１１ キングロンピーター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B４４４－１０１：５０．８クビ １２９．７�
６１１ ア カ マ イ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４４４－ ４１：５０．９� ６．４�
５９ コスモセンシティブ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ３５．３	
７１４ ディアエスペランサ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気ディアレスト 田村 康仁 むかわ 新井牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １０．１

８１５ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４４４－ ４１：５１．０� ２１．２�
７１３ オ ン エ ア 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４３４＋ ８１：５１．２１ ９．５�
６１２ カズノキセキ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ４９８－１２ 〃 クビ ２９０．９
１２ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４４０－ ６１：５１．３クビ ２３５．２�
５１０ オメガドーヴィル 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５１．６２ ２９８．３�
３５ ハヤブサアビオン 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４０± ０ 〃 ハナ １９４．１�
８１６ シャルニエール 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ６１：５１．９２ ７５．３�
４８ トーセンミウラ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也島川 �哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ５１０ ― （競走中止） ８６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８４６，２００円 複勝： １６，２３４，６００円 枠連： ７，７９３，８００円

馬連： ２３，３００，１００円 馬単： １８，６５６，０００円 ワイド： １２，９９５，２００円

３連複： ３１，６３６，９００円 ３連単： ５４，１２２，７００円 計： １７６，５８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（２－３） １，０７０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２４０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １１８４６２ 的中 � ３２５２７（１番人気）
複勝票数 計 １６２３４６ 的中 � ３７２８２（１番人気）� １０１８５（７番人気）� ３１９３０（２番人気）
枠連票数 計 ７７９３８ 的中 （２－３） ５４１５（５番人気）
馬連票数 計 ２３３００１ 的中 �� １１７６１（５番人気）
馬単票数 計 １８６５６０ 的中 �� ４９８７（９番人気）
ワイド票数 計 １２９９５２ 的中 �� ５２６０（６番人気）�� １６０８３（１番人気）�� ４５３０（９番人気）
３連複票数 計 ３１６３６９ 的中 ��� １３３３４（３番人気）
３連単票数 計 ５４１２２７ 的中 ��� ４８０４（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．２―４８．９―１：０２．０―１：１４．８―１：２６．６―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．２
３ １－４（９，１４）１６，１１（５，１５，１３）（３，１２）２（１０，７）６－８ ４ １（９，４）１４（１１，１６）（５，１５，１３，１２）３（１０，７）（２，６）－８

勝馬の
紹 介

ストーンヘンジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．５．１ 新潟５着

２００８．１．２３生 牡３鹿 母 サンストーン 母母 Chita Rivera ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔競走中止〕 トーセンミウラ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オメガドーヴィル号の騎手平野優は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）

トーセンミウラ号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（不適切な鞭の使用）について過怠金３０，０００円。
〔その他〕 トーセンミウラ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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） ２頭 アサクサジェット号・ムーンライトリリー号
（非抽選馬） １頭 デルマクリシュナ号

１３１１４ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第６競走 １，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０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

７１３ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 丸山 元気田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４± ０１：３５．８ ６．５�

２４ � リビングストン 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０６＋１８ 〃 クビ １４．７�
８１５ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０１：３５．９クビ １９．８�
４７ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５０４－ ４ 〃 クビ １９．７�
１１ 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 ４２６－ ２１：３６．３２� ８．７�
３５ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－２２ 〃 アタマ ２９．９	
３６ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 
原 敏明 B４８４－ ２１：３６．５１� ６５．３�
１２ ディアエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ８ 〃 クビ １１．１�
５１０ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ 村田 一誠吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４８－１４１：３６．６クビ ６．８
８１６ マイネルボーデン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４８４－ ２１：３６．８１� ２５．５�
６１２ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４５２＋ ６１：３６．９� ６．０�
６１１� ダ ノ ン ロ ゼ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６－２４ 〃 ハナ １２８．１�
７１４ ヒカルルーキー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８８＋ ６１：３７．１１� ６．５�
５９ メイショウドナリオ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２４＋ ４１：３７．３１� ６．４�
４８ � ミッキーハンター 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志野田みづき氏 高野 友和 静内 タイヘイ牧場 ４７０－ ４１：３７．６１� ３６０．１�
２３ � スマートザイア 牝４栗 ５５ 武 幸四郎大川 徹氏 千田 輝彦 新ひだか 前田 宗将 ４３２－１９１：３８．１３ ９８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６５０，３００円 複勝： ２２，１７４，６００円 枠連： ９，８５３，７００円

馬連： ２６，４９１，４００円 馬単： １７，２７４，３００円 ワイド： １３，３２７，２００円

３連複： ４１，５２５，１００円 ３連単： ６３，３８８，２００円 計： ２０５，６８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２７０円 � ６４０円 � ６３０円 枠 連（２－７） ２，４７０円

馬 連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ７，７７０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ２，４７０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ２５，２１０円 ３ 連 単 ��� ９６，０６０円

票 数

単勝票数 計 １１６５０３ 的中 � １４１４１（４番人気）
複勝票数 計 ２２１７４６ 的中 � ２４９９９（４番人気）� ８５９０（９番人気）� ８６３４（８番人気）
枠連票数 計 ９８５３７ 的中 （２－７） ２９４６（９番人気）
馬連票数 計 ２６４９１４ 的中 �� ５０４９（１７番人気）
馬単票数 計 １７２７４３ 的中 �� １６４２（３８番人気）
ワイド票数 計 １３３２７２ 的中 �� ２５９６（１５番人気）�� １３２２（３４番人気）�� ９４３（４９番人気）
３連複票数 計 ４１５２５１ 的中 ��� １２１６（１１３番人気）
３連単票数 計 ６３３８８２ 的中 ��� ４８７（３６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．７―１：１２．６―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームヒーロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．８．２２ 札幌４着

２００７．４．２１生 牡４青鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ １９戦２勝 賞金 ３１，５３４，０００円
〔制裁〕 マイネルボーデン号の騎手大野拓弥は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことついて過怠金１０，０００円。



１３１１５ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１４ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：４８．１ ３．９�

６１２� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 太宰 啓介永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３０．３�
８１５ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５０－ ２１：４８．２クビ ３１．０�
４７ カシマパフューム 牝５栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４２６－ ４１：４８．５１� ２５３．６�
６１１ セータミスタ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２＋ ６ 〃 クビ ６．３�
８１６ エムオーハンズ 牝４栗 ５５ 中舘 英二大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４７０－ ６１：４８．７１ １１．５�
３５ アルファメガハート 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ４６．８	
７１３� エーシンアガペー 牝４青 ５５

５２ ▲杉原 誠人�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２７．４

４８ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １０．８�
５９ エバーシャイニング 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：４８．８� ３．６�
１２ ビーチパーティー 牝４芦 ５５

５４ ☆川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：４８．９クビ ６．１
２４ ア カ リ 牝５栗 ５５ 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４４４＋ ２１：４９．４３ ２１．９�
２３ グロリアスフラワー 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４２２－ ４１：４９．６１� ７９．３�
１１ チェンジオブシーン 牝４青 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２１：４９．８１� ３４．３�
３６ 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 ４１２－ ８１：５１．５大差 ４３１．４�
５１０ ラブイズモネ 牝５栗 ５５ 大下 智江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２８－ ２ （競走中止） ３１８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，５２５，２００円 複勝： １７，４４６，４００円 枠連： ７，０５３，９００円

馬連： １９，９８６，８００円 馬単： １４，８５９，０００円 ワイド： １１，７７０，０００円

３連複： ３０，０１３，９００円 ３連単： ４９，９１５，８００円 計： １６０，５７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ７１０円 � ８２０円 枠 連（６－７） ８３０円

馬 連 �� ５，３４０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� １，８２０円 �� ６，８００円

３ 連 複 ��� ４１，３３０円 ３ 連 単 ��� １７６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ９５２５２ 的中 � １９５１３（２番人気）
複勝票数 計 １７４４６４ 的中 � ３１３１９（２番人気）� ５６６７（８番人気）� ４７８１（１０番人気）
枠連票数 計 ７０５３９ 的中 （６－７） ６３０６（２番人気）
馬連票数 計 １９９８６８ 的中 �� ２７６５（１８番人気）
馬単票数 計 １４８５９０ 的中 �� １３４５（３３番人気）
ワイド票数 計 １１７７００ 的中 �� １７７２（１６番人気）�� １６０７（２２番人気）�� ４１７（５８番人気）
３連複票数 計 ３００１３９ 的中 ��� ５３６（１１２番人気）
３連単票数 計 ４９９１５８ 的中 ��� ２０９（４８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．１―１２．２―１２．０―１２．１―１１．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．５―５９．７―１：１１．７―１：２３．８―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスサクラ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．４．２５ 京都２着

２００６．２．１３生 牝５鹿 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー １９戦３勝 賞金 ６１，２７９，０００円
〔競走中止〕 ラブイズモネ号は，発走後に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ラブイズモネ号は，発走後に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サンマルフラワー号・メジロオードリー号

１３１１６ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

２３ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１２－ ６１：１１．４ ３．８�

１１ スマートキャスター 牡６青 ５７ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９８± ０１：１１．５� ２．２�
８１５ ア ヌ エ ヌ エ 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ １０．６�
４７ グローリーステップ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６４－ ２１：１１．６� ７．５�
６１０ タガノディーバ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－１０１：１１．９２ ８．８�

４６ � カゼノマイヒメ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 佐々木 直孝 ４１８＋ ２１：１２．１１ ２２１．８�

５９ 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± ０１：１２．４１� ５７．０	
６１１� メイショウタクミ 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４６６－２６１：１２．５� ２０３．９

３５ メイルストローム 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B５３４＋ ４ 〃 アタマ ５０．６�
２２ プライムパレス 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６４＋ ６ 〃 クビ ９４．８�
８１４ サクラシリアス 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １５１．４�
７１３ ペプチドルパン 牡４鹿 ５７ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４６４－１２１：１３．１３� １５．２�
７１２� マンガンオトメ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４３４＋ ２１：１３．４１� ５９４．５�
５８ � サンライズストーン 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １９．２�
３４ テルザトゥルース 牡４栗 ５７ 黛 弘人 オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム B５０６＋ ４１：１３．７２ ３９４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５２２，７００円 複勝： １７，６６１，８００円 枠連： ８，０９４，２００円

馬連： ２６，９６５，１００円 馬単： ２０，６６２，７００円 ワイド： １２，１１５，５００円

３連複： ３３，２０３，６００円 ３連単： ６２，２３４，８００円 計： １９３，４６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－２） ３４０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ５，０００円

票 数

単勝票数 計 １２５２２７ 的中 � ２６２４４（２番人気）
複勝票数 計 １７６６１８ 的中 � ３５８８８（２番人気）� ５６５７８（１番人気）� １７００４（４番人気）
枠連票数 計 ８０９４２ 的中 （１－２） １７８９９（１番人気）
馬連票数 計 ２６９６５１ 的中 �� ６１４７９（１番人気）
馬単票数 計 ２０６６２７ 的中 �� ２０８６４（２番人気）
ワイド票数 計 １２１１５５ 的中 �� １８１７１（１番人気）�� ５２３１（６番人気）�� ９６５１（２番人気）
３連複票数 計 ３３２０３６ 的中 ��� ２３９８５（２番人気）
３連単票数 計 ６２２３４８ 的中 ��� ９１９５（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．１―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ ・（５，７）８，６（３，１２，１５）４（１，１４）（１０，９，１３）－１１－２ ４ ・（５，７）（６，８）１５（３，１２）（１，１４）４（１０，９，１３）－１１－２

勝馬の
紹 介

キクノフェーデ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．３．６ 阪神３着

２００７．４．９生 牡４鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン １２戦２勝 賞金 ２４，０７０，０００円
〔制裁〕 キクノフェーデ号の騎手中舘英二は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 コスモカラーズ号・ゴーイングステージ号・サンパチェンス号・タイセイフレイヤ号・バージンバラード号・

ポリティカルパワー号・レグルスハート号



１３１１７ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第９競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５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

１：５６．４
１：５６．４

良

良

３５ � サクラボールド 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－ ４２：０２．７ １．７�

６１２ メイショウリバー 牡６鹿 ５７
５４ ▲西村 太一松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ２１８．９�

６１１� アルティスト 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４８４＋ ２２：０２．８クビ ８．１�
４７ � エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４４－ ８２：０３．０１� １０．７�

２４ マイネヴィント 牝４栗 ５５
５４ ☆川須 栄彦 �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 ４６６－ ６２：０３．１� ３５．３�
８１５� ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７２－ ２２：０３．２� １９２．３�
５９ ファイブイーグル 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生	ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B５２２－ ８ 〃 ハナ １９．３

８１６ ポーラシークエンス 牝５栗 ５５ 丸山 元気 	キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B４７６－ ２ 〃 クビ ３９．４�
４８ ビップレジェンド 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６４± ０２：０３．３� ２４．２�
３６ ピンクジャスミン 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４６６＋ ４２：０３．４クビ ９．４
７１４� セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６０－ ８２：０３．５� ３６．４�
７１３ ホークウィンザー 牡６芦 ５７ 古川 吉洋小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４８－ ８２：０４．２４ １３．８�
２３ リッツィースター �４鹿 ５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ４２：０４．３� ２３．０�
１１ � ヒラボクエース 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋ ２２：０４．６２ ５７．１�
５１０� プレストキララ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲平野 優岡田 牧雄氏 矢野 照正 門別 里深 牧場 ４８６＋ ６２：０５．３４ ３２９．０�
１２ � キングサーベル 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４３８± ０２：０５．９３� ７５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８５７，５００円 複勝： ２２，８１１，７００円 枠連： １１，２５７，３００円

馬連： ３１，１０７，７００円 馬単： ２６，２６９，９００円 ワイド： １６，２２５，７００円

３連複： ４６，９２５，３００円 ３連単： ９２，６８７，５００円 計： ２６１，１４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １，５３０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ６２０円

馬 連 �� １１，５００円 馬 単 �� １３，９７０円

ワ イ ド �� ３，９５０円 �� ３３０円 �� １１，２５０円

３ 連 複 ��� ２４，６４０円 ３ 連 単 ��� １２７，８６０円

票 数

単勝票数 計 １３８５７５ 的中 � ６６４９９（１番人気）
複勝票数 計 ２２８１１７ 的中 � １０２７７９（１番人気）� １９９８（１４番人気）� ２０５９８（３番人気）
枠連票数 計 １１２５７３ 的中 （３－６） １３４３５（３番人気）
馬連票数 計 ３１１０７７ 的中 �� １９９７（２６番人気）
馬単票数 計 ２６２６９９ 的中 �� １３８８（３４番人気）
ワイド票数 計 １６２２５７ 的中 �� ９３３（４２番人気）�� １４２６７（２番人気）�� ３２３（７５番人気）
３連複票数 計 ４６９２５３ 的中 ��� １４０６（７２番人気）
３連単票数 計 ９２６８７５ 的中 ��� ５３５（３３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．６―１２．７―１３．５―１３．５―１３．０―１１．８―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３５．５―４８．２―１：０１．７―１：１５．２―１：２８．２―１：４０．０―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．５
３ １（９，１０）（３，６，１４，１１）８（５，１３，１５）（４，７，１２）１６－２ ４ １（９，１０）（３，６，１４，１１）１５（８，５，１３）（４，７，１２）１６－２

勝馬の
紹 介

�サクラボールド �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラユタカオー

２００７．５．４生 牡４栗 母 サクラユスラウメ 母母 セダンフオーエバー １３戦１勝 賞金 ２２，３６６，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ミシュランシチー号の騎手水口優也は，第５競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マロノヴィーナス号

１３１１８ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第１０競走 ��２，２００�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走１４時４０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

７１０� ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４６＋ ２２：１５．７ ４．４�

２２ ハシルヨミテテ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム B５２２－ ４２：１５．９１� ３．７�

５５ ナムラアーガス 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４９０＋ ２２：１６．０クビ ９．３�
３３ タガノイノセンス 牝４青 ５５ 中舘 英二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０４＋１０２：１６．１� ４．３�
７９ シンボリボルドー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６６＋ ２２：１６．５２� ２５９．８�
４４ トップミノル 牡４青鹿５７ 松山 弘平吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７０－ ２２：１６．８１� ３４．２�
６８ ベルウッドゼウス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ２１．７�
６７ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 柴原 央明薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５０２＋ ２ 〃 アタマ ５６．６	
１１ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３０± ０２：１７．０１� ６．８

８１２ アドマイヤジャガー 牡４鹿 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８２：１７．３１� １５．６�
８１１ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５６－ ２２：１７．４� １１．６�
５６ スマートファントム 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎大川 徹氏 高野 友和 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２２：１７．５� ４３．７

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，２４９，１００円 複勝： ２０，５７７，９００円 枠連： １０，１０１，６００円

馬連： ３６，７９１，０００円 馬単： ２７，３８６，４００円 ワイド： １５，７５５，５００円

３連複： ５１，２７６，５００円 ３連単： ９８，９４７，８００円 計： ２７４，０８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（２－７） ５４０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� ８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １３２４９１ 的中 � ２４２５４（３番人気）
複勝票数 計 ２０５７７９ 的中 � ４７３２６（１番人気）� ４３３１６（２番人気）� １８２２４（５番人気）
枠連票数 計 １０１０１６ 的中 （２－７） １３９４９（１番人気）
馬連票数 計 ３６７９１０ 的中 �� ３８０１５（１番人気）
馬単票数 計 ２７３８６４ 的中 �� １２５６４（３番人気）
ワイド票数 計 １５７５５５ 的中 �� １５７６７（１番人気）�� ６１１２（８番人気）�� ７０３９（６番人気）
３連複票数 計 ５１２７６５ 的中 ��� ２１７２７（４番人気）
３連単票数 計 ９８９４７８ 的中 ��� ８５４４（１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．４―１３．１―１３．０―１２．１―１２．０―１２．２―１１．８―１１．８―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―２５．１―３７．５―５０．６―１：０３．６―１：１５．７―１：２７．７―１：３９．９―１：５１．７―２：０３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
３，７（２，１２）（８，１０，１１）１（４，５，６）－９・（６，３）（１１，１０）２（８，７，５）１２－（９，１，４）

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

勝馬の
紹 介

�ケージーカチボシ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク

２００６．３．２１生 牡５鹿 母 ナポレオンオオミネ 母母 アクチンアグリー ３５戦１勝 賞金 ４８，３１６，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 ケージーカチボシ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（継続的に外斜行，修正せず）について戒告。



１３１１９ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第１１競走 ��１，０００�
しゅんぷう

駿風ステークス
発走１５時２０分 （芝・直線）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．２２以降２３．５．１５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

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

２３ セブンシークィーン 牝５栗 ５４ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８＋ ２ ５５．３ ３１．４�

７１２ レオパステル 牝４鹿 ５４ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４０８－１０ ５５．４� ４．５�
２２ � アスターエンペラー 牡５鹿 ５５ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５０８－ ２ ５５．６１ １０．９�
７１３ クリールバレット 牡７鹿 ５２ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７６＋１０ ５５．７� ７０．５�
６１１ マヤノロシュニ 牝５芦 ５３ 吉田 隼人田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４４０＋ ２ ５５．８� ３．８�
３４ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５５ 高倉 稜小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５８－ ８ ５６．０１� １４．１�
６１０ テイクザホーク 牡７鹿 ５４ 宮崎 北斗水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ １７０．６�
４７ バイラオーラ 牝５栗 ５３ 伊藤 工真 	キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０ 〃 ハナ １０．０

８１５ エイシンパンサー 牝６鹿 ５４ 上村 洋行平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ８．４�
５９ ジェイケイボストン �８黒鹿５２ 丸山 元気小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５２６－ ４ ５６．１クビ ４４．６�
１１ ストロングポイント 牡５芦 ５５ 西田雄一郎畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４６４± ０ ５６．３１ １０．８
４６ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５４ 勝浦 正樹山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 B４５６－１２ 〃 ハナ ３４．０�
５８ ベイリングボーイ 牡７栗 ５５ 中舘 英二冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ９．５�
８１４ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５６ 川須 栄彦中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０６－ ８ 〃 ハナ １０．６�

（１４頭）
３５ ゲットフルマークス �５鹿 ５３ 丹内 祐次�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８８－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２５，５１４，７００円 複勝： ３３，７１９，５００円 枠連： ２４，３４８，８００円

馬連： １２２，１９４，６００円 馬単： ６６，９３８，３００円 ワイド： ３４，８９５，１００円

３連複： １５１，１５６，３００円 ３連単： ２８１，５９７，６００円 計： ７４０，３６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１４０円 複 勝 � ７２０円 � １９０円 � ３６０円 枠 連（２－７） １，５００円

馬 連 �� ６，４２０円 馬 単 �� １７，１１０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ２，９４０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １６，９００円 ３ 連 単 ��� １４７，８１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２５５１４７（返還計 ３８２７） 的中 � ６４２０（１０番人気）
複勝票数 差引計 ３３７１９５（返還計 ４６９１） 的中 � １０２７７（１０番人気）� ６０１７９（２番人気）� ２３３３２（７番人気）
枠連票数 差引計 ２４３４８８（返還計 ４５７） 的中 （２－７） １２０４８（４番人気）
馬連票数 差引計１２２１９４６（返還計 ３１１８６） 的中 �� １４０５４（２８番人気）
馬単票数 差引計 ６６９３８３（返還計 １７３６１） 的中 �� ２８８８（７４番人気）
ワイド票数 差引計 ３４８９５１（返還計 １２７２８） 的中 �� ３８５６（３１番人気）�� ２８４９（４３番人気）�� １０５７７（７番人気）
３連複票数 差引計１５１１５６３（返還計 ６７７５７） 的中 ��� ６６０１（６１番人気）
３連単票数 差引計２８１５９７６（返還計１１７１４４） 的中 ��� １４０６（４７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．８―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．３―３３．１―４３．５

上り４F４３．２－３F３３．０
勝馬の
紹 介

セブンシークィーン �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 函館４着

２００６．４．２４生 牝５栗 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ２９戦５勝 賞金 ７９，３６２，０００円
〔競走除外〕 ゲットフルマークス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左前肢打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゲットフルマークス号は，平成２３年５月２３日から平成２３年６月２１日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。

１３１２０ ５月２２日 曇 稍重 （２３新潟１）第１０日 第１２競走 ��１，８００�
さんじょう

三 条 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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４４ スギノブレイド �５栗 ５７ 丸山 元気杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５００－ ６１：５２．７ ２．９�

１１ マツリダジャパン 牡４青 ５７ 吉田 隼人�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４７０－１４１：５２．８� ６．２�
８１３ バイオレントナイト 牡５鹿 ５７ 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５０± ０１：５３．０１� ３．５�
６９ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２２－ ４１：５３．２１� １３．３�
２２ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 上村 洋行野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５３．７３ ４４．５�
６８ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５０８－ ８１：５３．８クビ １３．７�
５６ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４５６－１２１：５４．０１� ５．３

４５ 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 ４６０＋ ４１：５４．３１� １５１．７�
５７ マルブツファイン 牡６青鹿５７ 西村 太一大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５１８＋ ４１：５４．５１� ２２９．０�
８１２	
 ミリオンデンジャー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田 正明氏 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５１４± ０１：５４．６� ６０．７�
７１０ グランデタキオン 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：５４．７クビ １６．５�
３３ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５００＋１６１：５５．０２ ４７．５�
７１１ ヤマニンデューン 牡６栗 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ８１：５５．６３� ３０２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１０，１００円 複勝： ２８，７９９，４００円 枠連： １４，３４３，２００円

馬連： ５３，８８９，９００円 馬単： ３８，１６１，４００円 ワイド： ２１，０６８，６００円

３連複： ７１，６１１，８００円 ３連単： １４４，３３０，４００円 計： ３９３，４１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－４） １，０９０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ６，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２１０１ 的中 � ５７８８０（１番人気）
複勝票数 計 ２８７９９４ 的中 � ６１２８９（２番人気）� ３４２２４（４番人気）� ７５３８５（１番人気）
枠連票数 計 １４３４３２ 的中 （１－４） ９７１５（５番人気）
馬連票数 計 ５３８８９９ 的中 �� ３７３１６（３番人気）
馬単票数 計 ３８１６１４ 的中 �� １６３７４（４番人気）
ワイド票数 計 ２１０６８６ 的中 �� １１６６６（３番人気）�� ２６６７７（１番人気）�� ８４５１（５番人気）
３連複票数 計 ７１６１１８ 的中 ��� ３７０９９（２番人気）
３連単票数 計１４４３３０４ 的中 ��� １５２４４（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．５―１３．４―１２．９―１２．４―１２．７―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３６．１―４９．５―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．５―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スギノブレイド �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１３ 中山４着

２００６．４．１４生 �５栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ １３戦３勝 賞金 ４２，３８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２３新潟１）第１０日 ５月２２日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７０，０６０，０００円
３，２２０，０００円
７，１００，０００円
１，４９０，０００円
１６，０５０，０００円
５９，０８９，５００円
４，６８０，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
１５６，０８１，７００円
２４２，５８４，８００円
１２０，７８４，８００円
４２２，７９０，０００円
２９５，１２２，８００円
１８１，８３２，３００円
５８４，７５９，６００円
１，０４３，６５９，７００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 ３，０４７，６１５，７００円

総入場人員 １４，３６２名 （有料入場人員 １２，６８４名）



平成２３年度 第１回新潟競馬 総計

競走回数 １２０回 出走延頭数 １，７６６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

１，７６５，０９０，０００円
１２，９３０，０００円
８２，４００，０００円
１７，６７０，０００円
１６５，５９０，０００円

２９０，０００円
２９０，０００円

５９７，０４１，５００円
４６，４４３，０００円
１７，４８３，４００円

勝馬投票券売得金
１，７４１，００５，４００円
２，９２６，１５０，３００円
１，３６１，３６８，０００円
４，５５４，６９２，５００円
３，１３８，１１６，３００円
１，９５９，４４８，８００円
６，２９０，３５４，０００円
１０，９９４，８９６，０００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 ３２，９６６，０３１，３００円

総入場延人員 １３３，１１７名 （有料入場延人員 １１９，７７４名）


