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１３０２５ ４月３０日 晴 重 （２３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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６６ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 B４８０＋ ４１：５６．６ １０．４�

６７ トウショウカムイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ ５．３�
８１１ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６２± ０１：５６．８１ １５．８�
５５ スリープレシャス 牡３青 ５６

５４ △川須 栄彦永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５６＋ ４ 〃 ハナ ２．７�
１１ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２６－ ２１：５７．７５ ４．７�
３３ アルマニャック 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �キャロットファーム 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ６ 〃 ハナ ４．９	
７８ ローレルアリエス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 B４７２＋ ５１：５８．１２� ６２．４

２２ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４７６－ ４１：５８．３１� １０９．９�
７９ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ５０２－ ６１：５８．４クビ ２２．４�
８１０ ピュアーマイスター 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２－ ６２：００．５大差 １２６．４
４４ スズカゴーゴー 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４５６－ ２２：０１．１３� ２０．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ９，５２１，１００円 複勝： ２１，６７５，８００円 枠連： ５，９５３，１００円

馬連： ２１，２９７，１００円 馬単： １７，４５８，５００円 ワイド： １１，５２７，５００円

３連複： ３３，７４８，１００円 ３連単： ５５，２１７，４００円 計： １７６，３９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ４００円 枠 連（６－６） ２，４７０円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� １，１７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ８，４９０円 ３ 連 単 ��� ４６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ９５２１１ 的中 � ７２７２（５番人気）
複勝票数 計 ２１６７５８ 的中 � １９１７６（５番人気）� ３１６６９（３番人気）� １２９１７（６番人気）
枠連票数 計 ５９５３１ 的中 （６－６） １７８２（１０番人気）
馬連票数 計 ２１２９７１ 的中 �� ６２９６（１１番人気）
馬単票数 計 １７４５８５ 的中 �� ２３７３（２４番人気）
ワイド票数 計 １１５２７５ 的中 �� ３６２２（１０番人気）�� ２４０４（１９番人気）�� ３０５５（１４番人気）
３連複票数 計 ３３７４８１ 的中 ��� ２９３５（３０番人気）
３連単票数 計 ５５２１７４ 的中 ��� ８７４（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．２―５１．０―１：０４．２―１：１７．１―１：３０．１―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルマルゴー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１０．２３ 東京５着

２００８．５．１９生 牡３栗 母 プリンシパルマーゴ 母母 プリンセスアーニャ ９戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円

１３０２６ ４月３０日 曇 良 （２３新潟１）第３日 第２競走 ２，２００�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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

４７ エメラルターボ 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８８＋ ４２：１６．１ １２．７�

３６ 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 ４２２± ０２：１６．２� ４．２�
３５ アクアブルーコナー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４３２＋１２ 〃 クビ ６．０�
４８ ヴェラシティ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４６８－１８２：１６．３クビ ５．１�
５９ 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 ４３４－ ２２：１６．７２� ４．１�
５１０ ロイヤルワラント 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 宮内牧場 ５１８＋ ６２：１６．８� ７．８	

１１ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４６６＋ ４２：１７．２２� １４．８

８１５ 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 ４９４＋ ８２：１７．４１� ５１．１�
２３ クリノイメルダ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 ４８０－１０２：１７．７１� ３８９．８�
６１２ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 酒井 学尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４２６－１２２：１７．９１� ４８．９
８１６ カフェドフレール 牝３黒鹿 ５４

５２ △川須 栄彦吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 アタマ ４４．５�
２４ シルバーブリオン 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５００－１８２：１８．０� ２１．９�
７１４ スイートコリーヌ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥和田 啓子氏 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５６＋ ４２：１８．１クビ １８０．３�
７１３ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 上村 洋行木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 �原 敏明 ４７８± ０２：１８．５２� １０４．８�
６１１ マイネシェリー 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ６ 〃 クビ １１９．４�
１２ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 北村 友一中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１４－ ２２：２１．１大差 ２０７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，３８６，３００円 複勝： １９，５４０，３００円 枠連： ８，７９２，５００円

馬連： ２２，１６１，２００円 馬単： １６，８２０，８００円 ワイド： １１，４４２，４００円

３連複： ３２，３１８，２００円 ３連単： ４５，９５９，５００円 計： １６７，４２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３８０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ４８０円

馬 連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� １，７１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 ��� ５０，８６０円

票 数

単勝票数 計 １０３８６３ 的中 � ６４４５（６番人気）
複勝票数 計 １９５４０３ 的中 � １０１８４（７番人気）� ４７４６０（１番人気）� ２４３５６（４番人気）
枠連票数 計 ８７９２５ 的中 （３－４） １３７２２（２番人気）
馬連票数 計 ２２１６１２ 的中 �� ４８６４（１３番人気）
馬単票数 計 １６８２０８ 的中 �� １９２２（２４番人気）
ワイド票数 計 １１４４２４ 的中 �� ２１３６（１７番人気）�� １５６０（１８番人気）�� ７００９（４番人気）
３連複票数 計 ３２３１８２ 的中 ��� ３８７１（２１番人気）
３連単票数 計 ４５９５９５ 的中 ��� ６６７（１６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１３．１―１３．９―１３．４―１２．９―１２．４―１１．４―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．９―１：０２．８―１：１６．２―１：２９．１―１：４１．５―１：５２．９―２：０４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
１
３
６，７，１５（５，８）１３（３，９，１１，１６）１０，１２－（１，４）１４＝２・（６，７）（５，１５）（８，１３）（３，９，１１，１２）（１６，１）１０，１４，４＝２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エメラルターボ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Thirty Eight Paces デビュー ２０１０．８．８ 新潟６着

２００８．５．４生 牡３鹿 母 サーティエイトゴーゴー 母母 Dronette ８戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※クリノイメルダ号・マコトポセイドン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第１回　新潟競馬　第３日



１３０２７ ４月３０日 曇 良 （２３新潟１）第３日 第３競走 １，６００�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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２３ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４３２－ ６１：３４．９ ３．３�

４８ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３６± ０１：３５．４３ １７．７�
５１０ プリティアクィーン 牝３鹿 ５４ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４４８－ ２ 〃 クビ ４．２�
３６ ヒカルハナフブキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�橋 京子氏 高木 登 むかわ 宇南山牧場 ４００＋ ８１：３５．８２� １４．８�
１２ ブレインウェーブ 牝３青 ５４ 北村 友一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：３６．４３� ８．８�
１１ アルメナーラ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 様似 清水 誠一 ４３６ ― 〃 アタマ １０３．２�
７１３ ラントゥザリード 牝３黒鹿５４ 木幡 初広 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ３９８－１０１：３６．６１� ３．１

５９ キタサンアマゾン 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂	大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田 祐博 ４６０＋ ２１：３６．７クビ ７０．４�
６１２ ビビアンスマイル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜畑 清介氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ４８．７�
６１１ フラワーハット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ４１：３６．９１� ９３．０
８１５ キンイロノカゼ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 松平牧場 ４７０－２６１：３７．０� ２８８．０�
８１６ デンジャーマネー 牝３黒鹿 ５４

５２ △川須 栄彦加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ５１２ ―１：３７．３１� ４３．８�
３５ テーオーガイア 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ４３０ ―１：３７．５１� ２１．５�
７１４ メジロレンゲ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人	メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺湖 メジロ牧場 ４１２ ―１：３８．９９ ５０．８�
４７ プロフィール 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一	和田牧場 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４２４ ―１：３９．４３ １５３．１�
２４ スカイトゥモロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一 	スカイツリーレーシング 保田 一隆 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４０４－ ６１：４１．８大差 ２９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６９４，７００円 複勝： １５，５００，６００円 枠連： ７，７４４，４００円

馬連： ２５，０３４，２００円 馬単： １８，３２９，２００円 ワイド： １１，９３８，３００円

３連複： ３３，４３６，４００円 ３連単： ５０，３０８，５００円 計： １７３，９８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（２－４） ３，０７０円

馬 連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ４，９４０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ３１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� ２１，２２０円

票 数

単勝票数 計 １１６９４７ 的中 � ２８１９１（２番人気）
複勝票数 計 １５５００６ 的中 � ３００２６（２番人気）� ９０６３（６番人気）� ２９２５９（３番人気）
枠連票数 計 ７７４４４ 的中 （２－４） １８６４（１３番人気）
馬連票数 計 ２５０３４２ 的中 �� ６３４１（１１番人気）
馬単票数 計 １８３２９２ 的中 �� ２７４３（２０番人気）
ワイド票数 計 １１９３８３ 的中 �� ２７９０（１４番人気）�� １０８８５（３番人気）�� ３５１８（９番人気）
３連複票数 計 ３３４３６４ 的中 ��� ９１１８（７番人気）
３連単票数 計 ５０３０８５ 的中 ��� １７５０（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．８―４８．０―１：００．１―１：１１．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ァ ー レ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１．１６ 中山２着

２００８．４．１生 牝３黒鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔発走状況〕 スカイトゥモロー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ヒカルハナフブキ号の騎手横山和生は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロフィール号・スカイトゥモロー号は，平成２３年５月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デュラビリティ号
（非抽選馬） １頭 イットーイチバン号

１３０２８ ４月３０日 曇 重 （２３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

６１１ バンブーマンユー 牡３青鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４６４－ ２１：１３．３ ４．１�

７１３ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：１３．４� ３．１�
６１０ シャドーボール 牡３青鹿５６ 藤岡 康太金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：１３．７１� １９．９�
８１５ ナリタワイルド 牡３栗 ５６ 芹沢 純一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ２１１．３�
７１２ 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 ４４２－ ４１：１３．９１� ４２．３�
５８ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １９．２	
４６ フルーツマウンテン 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４１６－１４１：１４．１１� ４７．７

１１ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４４－ ２１：１４．４１� ６４．９�
４７ シアトルシチー 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 ５２２ ― 〃 クビ ６６．０�
３４ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 丸山 元気黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４２± ０ 〃 アタマ １６．３
３５ トミケンジェラーチ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 加藤 和宏 新ひだか 飯岡牧場 ４３４－ ４１：１４．８２� ４．２�
２２ セルリアンタイガー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４９６ ―１：１５．３３ １１１．７�
２３ アンクルジュニア 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�有能 田中 清隆 新ひだか 前田 宗将 ４６８－ ６１：１５．５１� ６．１�
５９ タマモブルースカイ 牡３芦 ５６ 酒井 学タマモ� 角田 晃一 新冠 守矢牧場 ４９８ ―１：１９．４大差 ５９．８�
８１４ シスタームーン 牝３青鹿５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 原 フアーム ４２６－ ６１：１９．５� ６１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０９８，３００円 複勝： １７，６５２，４００円 枠連： ８，４３４，６００円

馬連： ２２，３８２，２００円 馬単： １７，０６３，９００円 ワイド： １２，２０３，２００円

３連複： ３２，０８９，５００円 ３連単： ４７，６２６，６００円 計： １６８，５５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（６－７） ４５０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，１８０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ３，３１０円 ３ 連 単 ��� １２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １１０９８３ 的中 � ２１７１０（２番人気）
複勝票数 計 １７６５２４ 的中 � ３６５１３（１番人気）� ３２７３１（２番人気）� ８１２５（７番人気）
枠連票数 計 ８４３４６ 的中 （６－７） １４１１７（１番人気）
馬連票数 計 ２２３８２２ 的中 �� ２９０８２（１番人気）
馬単票数 計 １７０６３９ 的中 �� １０１０２（２番人気）
ワイド票数 計 １２２０３２ 的中 �� １２１２６（１番人気）�� ２３４９（１３番人気）�� ２２９６（１４番人気）
３連複票数 計 ３２０８９５ 的中 ��� ７１５８（７番人気）
３連単票数 計 ４７６２６６ 的中 ��� ２７２８（２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１２．７―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンブーマンユー �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２０１１．１．５ 京都１０着

２００８．２．９生 牡３青鹿 母 リトミコバンブー 母母 アラベスクバンブー ７戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモブルースカイ号・シスタームーン号は，平成２３年５月３１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 アテーナーズブレス号



１３０２９ ４月３０日 曇 良 （２３新潟１）第３日 第５競走 １，８００�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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１５ アサクサポイント 牡３青鹿５６ 田辺 裕信田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：４９．１ ２．７�

１２ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ８ 〃 アタマ ５９．９�

６１１ オークヴィル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ３．３�
７１３ シンボリヴァルト 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４６＋ ６１：４９．３１ １５３．９�
２４ 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 ４２６－ ８１：４９．４� １６５．３�
５１０ ヤマニンアベイユ 牝３鹿 ５４ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０± ０１：４９．５クビ １３．７�
７１４ コスモアンドリュー 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 宗像 義忠 日高 高橋牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ５．３

８１６ オオトリケンジャ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 浦河 浦河育成牧場 ４４６± ０１：４９．６� １８．２�

４８ エーブマンテン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 日高 シンコーファーム ４５０＋ ２１：４９．８１ ４６７．４

３５ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ １４．１�
２３ ピエナセレブ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４３０－ ６１：５０．０１� １０．８�
５９ クロムルキナ 牡３栗 ５６ 村田 一誠	三嶋牧場 田中 剛 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ２１：５０．３２ ３３８．５�
６１２ ティアラグラマラス 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗首藤 徳氏 小野 次郎 浦河 野表 俊一 B４４４＋ ２ 〃 ハナ １８８．１�
４７ ミ ラ ソ ル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４４０－１０１：５０．４� １３３．０�
３６ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４３２－１２ 〃 クビ ２８．６�
１１ ボンジュールキング 牡３芦 ５６ 丸山 元気田中善次郎氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム ５２２ ―１：５１．３５ ８９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４５５，４００円 複勝： １８，１９７，４００円 枠連： ８，７１５，６００円

馬連： ２４，９６５，０００円 馬単： １８，８６０，９００円 ワイド： １３，４８８，９００円

３連複： ３４，３４６，２００円 ３連単： ５３，６１１，１００円 計： １８４，６４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ７８０円 � １５０円 枠 連（１－８） ３，５３０円

馬 連 �� ６，３２０円 馬 単 �� ８，４３０円

ワ イ ド �� １，６５０円 �� １９０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ５，４２０円 ３ 連 単 ��� ３７，８７０円

票 数

単勝票数 計 １２４５５４ 的中 � ３７６７９（１番人気）
複勝票数 計 １８１９７４ 的中 � ４８３７６（１番人気）� ３７６１（９番人気）� ３５３４８（２番人気）
枠連票数 計 ８７１５６ 的中 （１－８） １８２３（１３番人気）
馬連票数 計 ２４９６５０ 的中 �� ２９１９（２０番人気）
馬単票数 計 １８８６０９ 的中 �� １６５２（２７番人気）
ワイド票数 計 １３４８８９ 的中 �� １６８８（２０番人気）�� ２３８６９（１番人気）�� １５９３（２３番人気）
３連複票数 計 ３４３４６２ 的中 ��� ４６８１（１９番人気）
３連単票数 計 ５３６１１１ 的中 ��� １０４５（１１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．５―１３．０―１３．１―１２．３―１１．６―１０．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．３―４９．３―１：０２．４―１：１４．７―１：２６．３―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサポイント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２５ 中山３着

２００８．３．９生 牡３青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００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 ラストブライト号
（非抽選馬） ２頭 アースソング号・プリンセスモトヒメ号

１３０３０ ４月３０日 小雨 良 （２３新潟１）第３日 第６競走 １，４００�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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１３ メジロツボネ 牝３芦 ５４ 吉田 隼人�メジロ牧場 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０± ０１：２３．２ ３．１�

１２ マイネエレーナ 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �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 ４２８＋ ４１：２３．５２ ６．９�

５１０ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４８６－ ４１：２３．８１� ３．５�
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 ４５８＋１２ 〃 クビ ６．９�
１１ ベストエナジー 牡３青 ５６ 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４３０ ―１：２４．０１� ３９．４�
３６ サクラエボル 牝３栗 ５４ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４７６ ―１：２４．１クビ １０．９	
２３ マイネタバサ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム ４１２－１２ 〃 クビ １６．８

４７ ノアフィールド 牝３栗 ５４ 大野 拓弥佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ２９．５�
８１６ アクビサテルバン 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人加藤 信之氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス
ファーム ４３４－ ２ 〃 ハナ ２５１．９�

２４ トランジット 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４７８＋３４１：２４．３１ １８５．４

６１１ ロードスラッガー �３青鹿５６ 小林慎一郎 �ロードホースクラブ 梅田 智之 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ８１：２４．４� ９１．８�
５９ リキテンスタイン 牡３栗 ５６ 石橋 脩松本夫佐子氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４８０＋ ６１：２４．５� １０４．７�
７１４ マヤノラスティー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ４９２－１０ 〃 クビ １４．８�
４８ バニーブーケ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４１４ ―１：２４．６クビ ５１．０�
６１２ ミ セ ス ボ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂��昭牧場 武田 博 浦河 高昭牧場 ４７０ ―１：２４．８１� １２８．７�
３５ イガノアッパー 牡３青鹿５６ 丸山 元気五十嵐政則氏 根本 康広 新ひだか 谷山 和喜 ４４８ ―１：２５．０１� ６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４０９，１００円 複勝： １５，２３４，２００円 枠連： ７，９０９，４００円

馬連： ２０，５５２，３００円 馬単： １６，７７８，７００円 ワイド： １１，３５９，９００円

３連複： ２９，７４６，６００円 ３連単： ４５，０１０，８００円 計： １５８，００１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（１－７） ６５０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ２１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，２３０円

票 数

単勝票数 計 １１４０９１ 的中 � ２９７２１（１番人気）
複勝票数 計 １５２３４２ 的中 � ３９９５４（１番人気）� １５７４７（４番人気）� ３１７１２（２番人気）
枠連票数 計 ７９０９４ 的中 （１－７） ９０３５（３番人気）
馬連票数 計 ２０５５２３ 的中 �� １４７５３（３番人気）
馬単票数 計 １６７７８７ 的中 �� ８０６２（４番人気）
ワイド票数 計 １１３５９９ 的中 �� ６７９５（３番人気）�� １６２１９（１番人気）�� ４８３４（５番人気）
３連複票数 計 ２９７４６６ 的中 ��� １８０５９（２番人気）
３連単票数 計 ４５０１０８ 的中 ��� ５３３５（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．５―４７．０―５９．４―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロツボネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．１５ 新潟７着

２００８．２．１１生 牝３芦 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 イガノアッパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕・発進不良〔出遅れ〕。
※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 クリノミッキー号
（非抽選馬） １頭 ハギノクレバー号



１３０３１ ４月３０日 小雨 重 （２３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）

若手騎手，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

６１１� ローレルカンタータ 牡５栗 ５７
５４ ▲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 ５１２＋ ６１：５３．６ ５．６�

５８ バイオレントナイト 牡５鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５０± ０１：５３．９２ ５．０�

４６ トウカイノーマル 牡４青鹿 ５７
５４ ▲平野 優内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２８－１４１：５４．４３ ７．７�

６１０ コンヴィヴィオ 牡６栗 ５７
５６ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B５００－ ４１：５４．６１ １７．１�

４７ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１２＋ ２１：５４．９１� ４．５�
５９ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿 ５７

５５ △川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８２－１０１：５５．２１� ８．０	
３４ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７

５４ ▲森 一馬中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １０．５

２２ � ブランジェリーナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：５６．２６ ８．１�
８１５ カシマパフューム 牝５栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０＋ ８ 〃 ハナ １８０．７�
３５ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ４４．８
１１ � エムオーネイチャ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗大浅 貢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 哲夫 ４６６＋ ４１：５６．３� ２６０．３�
８１４ ジーシーベン 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４８２－１６ 〃 クビ ５４．６�
７１２ スリーコンコルド �６黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ５０２＋ ６１：５７．２５ １６９．４�
７１３ セイウンスマイル 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂西山 茂行氏 牧 光二 浦河 高岸 順一 ４１０－ ６１：５７．３� ４５．１�
２３ ミラクルフラッグ 牝４栗 ５５ 伊藤 工真小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４８０－ ４１：５７．７２� ２１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，３２７，６００円 複勝： １６，６４３，５００円 枠連： ９，８９３，９００円

馬連： ２３，７７３，４００円 馬単： １７，０４７，７００円 ワイド： １２，４３５，１００円

３連複： ３４，７９５，７００円 ３連単： ５１，１５８，８００円 計： １７７，０７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ７９０円

馬 連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ４９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� １７，７１０円

票 数

単勝票数 計 １１３２７６ 的中 � １６０８１（３番人気）
複勝票数 計 １６６４３５ 的中 � ２２６４６（３番人気）� ２６９１４（２番人気）� １８８４５（４番人気）
枠連票数 計 ９８９３９ 的中 （５－６） ９３４４（３番人気）
馬連票数 計 ２３７７３４ 的中 �� ９９３９（５番人気）
馬単票数 計 １７０４７７ 的中 �� ４３８５（７番人気）
ワイド票数 計 １２４３５１ 的中 �� ４０８７（１０番人気）�� ６４３４（３番人気）�� ５０１３（６番人気）
３連複票数 計 ３４７９５７ 的中 ��� ７４９４（７番人気）
３連単票数 計 ５１１５８８ 的中 ��� ２１３３（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．２―１３．３―１２．４―１２．０―１２．６―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．８―５１．１―１：０３．５―１：１５．５―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

�ローレルカンタータ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ティンバーカントリー

２００６．３．２１生 牡５栗 母 カントリーバッハ 母母 ゴールデンマザー ７戦１勝 賞金 １２，１４０，０００円
初出走 JRA

１３０３２ ４月３０日 雨 良 （２３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 （芝・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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

３６ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８± ０１：０９．１ ５．６�

１１ タニノスバル 牝５芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４５６＋１０１：０９．２� ９．３�
５１０� ウイニングドラゴン 牡５黒鹿 ５７

５５ △川須 栄彦奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
４８ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 松田 大作増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５８－ ２１：０９．４１� ２．７�
８１５ オリオンザポラリス 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２＋ ６１：０９．６１� １８．７�
２４ ヤマニンファンシー 牝６鹿 ５５

５２ ▲水口 優也土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２１：０９．７� ３１８．１�
８１６ フィールザファン 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３０．６	
４７ ショウナンダンク 牡５芦 ５７ 吉田 隼人
湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５００± ０ 〃 ハナ １０．４�
６１１ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－１０１：０９．８クビ ２８．０�
１２ レーシングマーチ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４２２＋ ６１：１０．５４ ５１．１
６１２ タイセイフレイヤ 牝６黒鹿５５ 中舘 英二田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 松浦牧場 B４８２－ ６ 〃 クビ １２．８�
５９ � カラフルパレット 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太井上 久光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：１０．６� ３８．６�
２３ ラルティスタ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４１８－１６１：１０．７� ６１．８�
７１４� サクラスティンガー 牡５黒鹿５７ 村田 一誠�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４８０± ０１：１０．８� ５９．６�
７１３ スマイルバラッド 牡４栗 ５７ 丸山 元気
�昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６８－１０ 〃 クビ １８．７�
３５ � サイモンラメール 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８８＋１０１：１１．４３� ４５０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４１０，３００円 複勝： ２４，０６８，４００円 枠連： １０，０２６，３００円

馬連： ２９，７０２，２００円 馬単： ２０，６４０，５００円 ワイド： １５，００８，８００円

３連複： ４３，３５９，１００円 ３連単： ６３，９５１，２００円 計： ２２１，１６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（１－３） ２，０００円

馬 連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ５１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ２９，３６０円

票 数

単勝票数 計 １４４１０３ 的中 � ２０５２８（２番人気）
複勝票数 計 ２４０６８４ 的中 � ３２９６５（３番人気）� ２２５９７（４番人気）� ３９９５３（２番人気）
枠連票数 計 １００２６３ 的中 （１－３） ３７０２（８番人気）
馬連票数 計 ２９７０２２ 的中 �� ８８０９（９番人気）
馬単票数 計 ２０６４０５ 的中 �� ３５３０（１５番人気）
ワイド票数 計 １５００８８ 的中 �� ４４２２（７番人気）�� ７５９９（３番人気）�� ３６８７（１０番人気）
３連複票数 計 ４３３５９１ 的中 ��� ６２０９（１２番人気）
３連単票数 計 ６３９５１２ 的中 ��� １６０８（６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１１．４―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．９―４５．３―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウフォアゴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．３．２７ 中山７着

２００７．２．１９生 牡４黒鹿 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ １２戦２勝 賞金 １７，９５０，０００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） ３頭 キルシュバウム号・シゲカツワンダフル号・シルクマタドール号



１３０３３ ４月３０日 雨 重 （２３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

６６ バックトゥジエース 牡４栗 ５７ 酒井 学吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５３２± ０１：５２．６ １．６�

５５ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 石橋 脩�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５２０＋ ２１：５３．７７ ３．９�
１１ � ク レ イ モ ア 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ５６２＋１４１：５４．５５ ８．５�
７７ エイユーブラッサム 牡４鹿 ５７

５５ △川須 栄彦笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４３６－ ４１：５４．６� ２８．３�

３３ シュンハレン 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９４＋ ２１：５４．７� ５４．４�

２２ � イーサンジャンパー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ １０．４�
８９ ツインズメモリー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 門別 森永牧場 ４５０－１０１：５５．１２� １１１．２	
８１０ ピロートーク 牝５栗 ５５ 大野 拓弥齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４２８－ ６１：５５．３� ２２．１

７８ � ヤマニンワーシップ 牡７鹿 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ １７８．４�
４４ � ビービーライズ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優坂東 勝彦氏 高柳 瑞樹 平取 中川 隆 ５３０－ ２１：５６．７９ ３７．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，９３７，７００円 複勝： ４３，１２９，２００円 枠連： ７，０２５，９００円

馬連： ２６，９７９，６００円 馬単： ２８，８９０，７００円 ワイド： １３，５８６，８００円

３連複： ４１，７０８，５００円 ３連単： １０６，０６４，４００円 計： ２８２，３２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ２１０円

馬 連 �� ２１０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ３３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� １，１２０円

票 数

単勝票数 計 １４９３７７ 的中 � ７７３４６（１番人気）
複勝票数 計 ４３１２９２ 的中 � ２９７４６０（１番人気）� ５８６８４（２番人気）� １６８１０（４番人気）
枠連票数 計 ７０２５９ 的中 （５－６） ２４７５９（１番人気）
馬連票数 計 ２６９７９６ 的中 �� ９６９０５（１番人気）
馬単票数 計 ２８８９０７ 的中 �� ７４９０５（１番人気）
ワイド票数 計 １３５８６８ 的中 �� ３９４２６（１番人気）�� ８０７１（３番人気）�� ６３９７（５番人気）
３連複票数 計 ４１７０８５ 的中 ��� ６３５１１（２番人気）
３連単票数 計１０６０６４４ 的中 ��� ７０１９８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．２―５０．６―１：０３．６―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
４，１０，１，３（２，９）（６，８）５，７・（４，１０，６）（１，７，８）（２，３，９，５）

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

勝馬の
紹 介

バックトゥジエース 
�
父 カリズマティック 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１．１６ 京都３着

２００７．２．６生 牡４栗 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア １２戦２勝 賞金 ２６，３００，０００円
〔その他〕 クレイモア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クレイモア号は，平成２３年５月３１日まで出走できない。

１３０３４ ４月３０日 雨 稍重 （２３新潟１）第３日 第１０競走 ��２，０００�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走１４時５０分 （芝・左・外）

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

６１０ シャンギロンゴ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ５１８＋２０２：００．７ ７．４�

３３ � サクラボールド 牡４栗 ５７ 津村 明秀�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６０－ ２２：００．９１� ５．２�
２２ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ８．０�
３４ 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 ４４２＋ ４２：０１．２１� ８０．８�
５８ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ８ 〃 ハナ ９．３�
５７ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５０± ０２：０１．４１� ７．８	
４５ � スプリングナイル 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 ４６８＋ ８２：０１．５� １９６．１

８１３ 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 ４８８－ ６ 〃 クビ １２．１�
７１２ サニーダニエル 牡４黒鹿５７ 平野 優宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０２－ ２２：０１．６� １２３．３�
６９ ローグランド 牡４栗 ５７ 村田 一誠大川 博靖氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４７６－１２ 〃 クビ ７５．４
４６ 	 ロックバルーン 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４６６＋ ２２：０１．８１ ２．９�
１１ ネオヴェリーブル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ２２：０１．９� １２．０�
８１４ エルジャンクション 
５鹿 ５７ 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－１２２：０３．４９ ８１．３�
７１１� トーセンレベッカ 牝４鹿 ５５ 松田 大作島川 �哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６２：０５．５大差 ２７６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３９０，４００円 複勝： ２６，５２３，０００円 枠連： １１，３０８，２００円

馬連： ４０，１５１，０００円 馬単： ２８，２１４，０００円 ワイド： １７，５６２，０００円

３連複： ５３，６９３，１００円 ３連単： ９４，１９３，２００円 計： ２８９，０３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（３－６） ２，２４０円

馬 連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，１７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ３７，４８０円

票 数

単勝票数 計 １７３９０４ 的中 � １８６８２（３番人気）
複勝票数 計 ２６５２３０ 的中 � １６６７０（８番人気）� ４３２５３（２番人気）� ３８８９０（３番人気）
枠連票数 計 １１３０８２ 的中 （３－６） ３７２７（１２番人気）
馬連票数 計 ４０１５１０ 的中 �� １０３９２（１３番人気）
馬単票数 計 ２８２１４０ 的中 �� ３２９８（３１番人気）
ワイド票数 計 １７５６２０ 的中 �� ３５０７（２１番人気）�� ３６２８（２０番人気）�� ７４２７（５番人気）
３連複票数 計 ５３６９３１ 的中 ��� ６７３２（２４番人気）
３連単票数 計 ９４１９３２ 的中 ��� １８５５（１４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．０―１２．６―１３．２―１２．４―１１．８―１１．５―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３６．２―４８．８―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．２―１：３７．７―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンギロンゴ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Sultry Song デビュー ２０１０．２．６ 東京１着

２００７．３．２３生 牡４黒鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana ３戦２勝 賞金 １７，１０６，０００円



１３０３５ ４月３０日 曇 稍重 （２３新潟１）第３日 第１１競走 ��１，０００�
か ぶ ら や

鏑 矢 特 別
発走１５時２５分 （芝・直線）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．１以降２３．４．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５１０ バイラオーラ 牝５栗 ５２ 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 ４３４－１８ ５５．９ １６．４�

６１１ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５２ 上村 洋行松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３７．９�

２３ キングオブザベスト 牡６鹿 ５５ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８６＋ ２ ５６．１１� ７．６�
３５ � エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿５４ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９４－ ４ 〃 ハナ ４９．７�
７１３ グラスピュア 牝４黒鹿５２ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ５１２＋１６ ５６．２� ２０．５�
７１４ リネンパズル 牝４鹿 ５３ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４５８－ ６ ５６．３� ５．４�
１２ ブルームーンピサ 牝４芦 ５１ 横山 和生市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４８０＋１４ ５６．６１� １３４．３	
４８ スマートギャング 牡６栗 ５３ 北村 友一大川 徹氏 森 秀行 門別 いとう牧場 ４６４± ０ ５６．７クビ ３３．６

３６ ジニオマッジョーレ 牝５栗 ５３ 吉田 隼人畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７８－ ６ ５６．８� １０．６�
６１２� ア シ ュ ア 牡４鹿 ５３ 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 ５２６－ ２ ５６．９� ５２．９�
８１６� オ ー セ ロ ワ �５栗 ５４ 古川 吉洋吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４．７
８１５ タムロウイング 牝５鹿 ５２ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ８．９�
２４ ニホンピログッデン �８鹿 ５５ 藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７８± ０ ５７．０� ３７．９�
５９ ゴールデンリング 牡６鹿 ５５ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４６６± ０ ５７．１クビ ２４．０�
４７ � ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５８＋ ２ ５７．４１� ４．５�
１１ � ハートランドノリカ 牝６黒鹿５１ 川須 栄彦豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４６２－ ４ ５７．７２ ４９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７０２，８００円 複勝： ４０，０６８，９００円 枠連： ２９，３９２，８００円

馬連： １１０，８４４，２００円 馬単： ６４，８２５，９００円 ワイド： ３８，５３６，７００円

３連複： １５７，４１８，１００円 ３連単： ２６５，２２５，３００円 計： ７３４，０１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ６３０円 � ９３０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ６，６２０円

馬 連 �� ２５，２５０円 馬 単 �� ５１，０１０円

ワ イ ド �� ６，０４０円 �� ２，８４０円 �� ４，２６０円

３ 連 複 ��� １０４，９５０円 ３ 連 単 ��� ７２４，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２７７０２８ 的中 � １３３５１（７番人気）
複勝票数 計 ４００６８９ 的中 � １６１２９（７番人気）� １０３４４（１０番人気）� ４３０８４（４番人気）
枠連票数 計 ２９３９２８ 的中 （５－６） ３２７７（２３番人気）
馬連票数 計１１０８４４２ 的中 �� ３２４０（７２番人気）
馬単票数 計 ６４８２５９ 的中 �� ９３８（１４３番人気）
ワイド票数 計 ３８５３６７ 的中 �� １５６１（７０番人気）�� ３３６５（３５番人気）�� ２２２７（５４番人気）
３連複票数 計１５７４１８１ 的中 ��� １１０７（２７９番人気）
３連単票数 計２６５２２５３ 的中 ��� ２７０（１７０４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．１―１１．０―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．８―２１．９―３２．９―４３．７

上り４F４４．１－３F３４．０
勝馬の
紹 介

バイラオーラ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２２ 福島１着

２００６．４．２生 牝５栗 母 バイラリーナ 母母 ダンシングアウンティー １８戦４勝 賞金 ５５，９７３，０００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 アグネスレイザー号・シルクナデシコ号・バロンダンス号・プレザンサプライズ号

１３０３６ ４月３０日 晴 重 （２３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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

１１ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２＋ ６１：１１．３ ２．８�

５８ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：１１．４� ３．７�
８１４ ネイルダウン 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ２１：１１．５クビ ４６．２�
３５ ダイワフラッグ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５２２－１６１：１１．７１� ４．１�
７１２ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１８＋１０１：１１．８� ６．６�
４７ � ゴーイングステージ 牡６栗 ５７ 村田 一誠伊藤 誠吉氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ４９４＋ ４１：１１．９クビ ３８．６�
８１５ ルージュアルダン 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ４ 〃 ハナ １９．７	
４６ ポリティカルパワー 牡４青 ５７ 古川 吉洋加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １５３．７

２３ � タケショウカヅチ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５０２－１０１：１２．２１� １７．０�
７１３ リーサムプライド 牡５芦 ５７ 石橋 脩平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７４＋ ４ 〃 アタマ ４８．５�
５９ � カポデテュティカピ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗�大樹ファーム 新開 幸一 米 WinStar

Farm, LLC ５１６± ０１：１２．４１	 ３０３．８
６１１� デュランダルガイ 牡４栗 ５７ 高倉 稜横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８０－１１１：１２．８２� ７８．５�
２２ � アキノワンツー 牝５芦 ５５ 川島 信二穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ５００＋ ８１：１２．９� １４１．０�
６１０� ビ ー ラ イ ト 牡４黒鹿５７ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８０－ １１：１３．３２� ３９．２�
３４ � クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ６ （競走中止） １２２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８３，３００円 複勝： ２９，２１０，５００円 枠連： １５，０８９，０００円

馬連： ５６，８７８，２００円 馬単： ３７，９１５，１００円 ワイド： ２３，３４０，１００円

３連複： ７２，６８７，８００円 ３連単： １４４，５９４，８００円 計： ４０１，９９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ５７０円 枠 連（１－５） ５６０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，２５０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 ��� １５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２８３３ 的中 � ６２８９０（１番人気）
複勝票数 計 ２９２１０５ 的中 � ７３６７４（１番人気）� ５１５２３（３番人気）� ８８３２（７番人気）
枠連票数 計 １５０８９０ 的中 （１－５） １９８９８（１番人気）
馬連票数 計 ５６８７８２ 的中 �� ６９５２８（２番人気）
馬単票数 計 ３７９１５１ 的中 �� ２６９４５（１番人気）
ワイド票数 計 ２３３４０１ 的中 �� ３０２７６（１番人気）�� ４１４２（１１番人気）�� ２５４０（２２番人気）
３連複票数 計 ７２６８７８ 的中 ��� １０５２３（１２番人気）
３連単票数 計１４４５９４８ 的中 ��� ６９９２（３３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．４―１２．３―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．１―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインエフォート �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Housebuster デビュー ２００８．１１．１５ 東京１０着

２００６．４．２０生 牝５鹿 母 ウエスタンバスター 母母 Pudical ２０戦３勝 賞金 ４８，０５８，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔競走中止〕 クリノテンペスタ号は，４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〕 クリノテンペスタ号の騎手酒井学は，４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 テイエムデスカイ号
（非抽選馬） １頭 セイウンリファイン号



（２３新潟１）第３日 ４月３０日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

１６０，５１０，０００円
１，０９０，０００円
１１，７００，０００円
１，６２０，０００円
１５，１５０，０００円
５９，１６９，０００円
４，５７６，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
１７４，６１７，０００円
２８７，４４４，２００円
１３０，２８５，７００円
４２４，７２０，６００円
３０２，８４５，９００円
１９２，４２９，７００円
５９９，３４７，３００円
１，０２２，９２１，６００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 ３，１３４，６１２，０００円

総入場人員 １２，４５５名 （有料入場人員 １１，３０７名）


