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１３０３７ ５月１日 曇 重 （２３新潟１）第４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）

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

８１２ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９８＋ ８１：５５．６ ８．０�

８１１ クリアザウェイ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８６＋１０ 〃 ハナ ２．２�
５６ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：５６．４５ ６．７�
２２ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋１０１：５６．６１� ５．２�
３３ スペシャルピース 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５０－ ２１：５７．３４ ５．１�
５５ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０４－ ２１：５７．６２ ６８．７	
４４ 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＋ ４１：５７．８１� ４４．６�
７１０ 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 ５００＋ ２１：５８．０１� １８９．２�
６８ ヤマニンアンフォラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４３４－ ６１：５８．１� １１７．９
７９ サ イ ウ ン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４２０－ ２１：５８．７３� １１０．２�
６７ 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＋ ８１：５９．２３ ３１１．２�
１１ ボディアピール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４４６－ ４１：５９．８３� １２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，１０７，８００円 複勝： ２０，７８０，８００円 枠連： ７，１２０，４００円

馬連： ２４，２０６，６００円 馬単： ２０，００２，１００円 ワイド： １２，４７２，２００円

３連複： ３７，５４６，２００円 ３連単： ６５，３１２，４００円 計： １９７，５４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ２００円 枠 連（８－８） ７３０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ９４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １３，５９０円

票 数

単勝票数 計 １０１０７８ 的中 � ９９７０（５番人気）
複勝票数 計 ２０７８０８ 的中 � ２１３８８（４番人気）� ７１４４９（１番人気）� ２１１７４（５番人気）
枠連票数 計 ７１２０４ 的中 （８－８） ７２３７（３番人気）
馬連票数 計 ２４２０６６ 的中 �� ２６２２９（３番人気）
馬単票数 計 ２０００２１ 的中 �� ８５４２（７番人気）
ワイド票数 計 １２４７２２ 的中 �� １１５２６（２番人気）�� ２８６４（１３番人気）�� ９５０２（４番人気）
３連複票数 計 ３７５４６２ 的中 ��� １４０１３（８番人気）
３連単票数 計 ６５３１２４ 的中 ��� ３５４７（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．９―５１．０―１：０４．２―１：１７．３―１：３０．７―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトアルバム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１１．７ 京都３着

２００８．４．１１生 牝３芦 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス １０戦１勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔騎手変更〕 ボディアピール号の騎手酒井学は，第３日第１２競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔発走状況〕 トーセンビート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 トーセンビート号の騎手横山和生は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。

１３０３８ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

１２ フェイスフルラバー 牝３栗 ５４
５２ △川須 栄彦井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 太陽牧場 ４２０± ０１：０９．７ ５．５�

２３ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５４
５１ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８４＋１２ 〃 ハナ ５．９�

５９ トミケンアマート 牝３栗 ５４ 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０８＋ ６ 〃 ハナ ９．８�
３６ シルクアイリス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４４６－１０１：０９．９１� ４．１�
７１３ エレガンテココ 牝３青 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４２０－ ６１：１０．１１� ２２．１�
３５ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 岩部 純二伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５０－１０１：１０．２クビ １５．１�
４８ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４６６－ ６１：１０．３� ３４．４�
１１ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：１０．４クビ ７．１	
６１１ ソレイユレディー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４＋ ６ 〃 クビ ５０．３

４７ ショウナンハトバ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４００－ ４１：１０．５� １４９．０�
５１０ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６０－ ４１：１０．７１� ７．２
６１２ コスモマスク 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋２６１：１１．２３ ４８．１�
８１６ ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５６

５３ ▲平野 優柴田 洋一氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４２０＋１０１：１１．３� ９３．３�
８１５ ドリームスパ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜セゾンレースホース� 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４９６＋ ４１：１１．４� ７９．３�
２４ ペ ル ッ ク 牝３鹿 ５４ 津村 明秀福島 実氏 境 征勝 新ひだか 岡田 猛 ４２０－１４１：１１．６１ １４．６�
７１４ チョウクリスエス 牝３黒鹿５４ 北村 友一丸山 隆雄氏 清水 久詞 新ひだか 坂本牧場 ４２２ ―１：１６．１大差 １７４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，０３３，６００円 複勝： １４，９８４，８００円 枠連： ８，２９８，６００円

馬連： ２２，４４８，４００円 馬単： １６，７１０，８００円 ワイド： １１，１１７，０００円

３連複： ３４，７４５，３００円 ３連単： ４８，４５９，４００円 計： １６５，７９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－２） ６２０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ７２０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ４，９５０円 ３ 連 単 ��� ２５，５００円

票 数

単勝票数 計 ９０３３６ 的中 � １２９４７（２番人気）
複勝票数 計 １４９８４８ 的中 � ２３７１３（１番人気）� ２０６６６（２番人気）� １２８１４（６番人気）
枠連票数 計 ８２９８６ 的中 （１－２） ９９５９（２番人気）
馬連票数 計 ２２４４８４ 的中 �� ９１４０（４番人気）
馬単票数 計 １６７１０８ 的中 �� ３４９３（９番人気）
ワイド票数 計 １１１１７０ 的中 �� ４４９６（３番人気）�� ３８５９（５番人気）�� ２９１２（１１番人気）
３連複票数 計 ３４７４５３ 的中 ��� ５１８１（１０番人気）
３連単票数 計 ４８４５９４ 的中 ��� １４０３（４３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．１―１１．４―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．７―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３６．０
３ ３（９，１０）（６，１５，１６）（１１，１３）（２，１２）（４，８）－７，１－５＝１４ ４ ３（９，１０）（６，１５，１６）１３（２，１１）１２（４，８）１，７－５＝１４

勝馬の
紹 介

フェイスフルラバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１０．１０．２４ 福島５着

２００８．２．２７生 牝３栗 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ウエスタンハピネス号の騎手酒井学は，第３日第１２競走での落馬負傷のため水口優也に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョウクリスエス号は，平成２３年６月１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 スズカミニオン号
（非抽選馬） １頭 スリーキティ号

第１回　新潟競馬　第４日



１３０３９ ５月１日 曇 重 （２３新潟１）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

８１１ ハ リ ケ ー ン 牡３鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ８１：５５．１ ９．２�

１１ トーセンリョウマ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 清水 利章 日高 藤本ファーム ４８４－ ４１：５６．１６ ２．７�
４４ エーティーブラボー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 石川 新一 ４７８－ ６１：５６．３１� ５４．２�
６７ 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 ４６６－ ２１：５６．７２� ７．１�
２２ マイネルリープ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７８＋ ４１：５６．８クビ １０．５�
５５ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信	メジロ牧場 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ ９．４

３３ ペガサスビビクン 牡３栗 ５６ 松田 大作松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５００＋ ４１：５６．９� １０９．６�
６６ バンダムヴィッツ �３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山科 統氏 山内 研二 浦河 バンダム牧場 ４５４ ―１：５７．５３� ９０．０�
７９ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦 	サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：５９．２大差 ２．７
８１０ メイショウコロク 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 ４６８＋ ４１：５９．３� ５１．９�
７８ イサミヨウソロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４６－１０１：５９．６２ ３６５．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，５７０，１００円 複勝： １５，７４６，０００円 枠連： ５，２２５，４００円

馬連： ２０，０３８，２００円 馬単： １７，８０６，８００円 ワイド： ９，５１２，９００円

３連複： ２９，４６２，３００円 ３連単： ５３，３１２，７００円 計： １６１，６７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � １，１１０円 枠 連（１－８） ９９０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４，２６０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� １７，７７０円 ３ 連 単 ��� ８１，１３０円

票 数

単勝票数 計 １０５７０１ 的中 � ９０７２（４番人気）
複勝票数 計 １５７４６０ 的中 � １２５４９（６番人気）� ３５０２７（２番人気）� ２８０４（８番人気）
枠連票数 計 ５２２５４ 的中 （１－８） ３９３３（４番人気）
馬連票数 計 ２００３８２ 的中 �� ９４１１（９番人気）
馬単票数 計 １７８０６８ 的中 �� ３８５４（１５番人気）
ワイド票数 計 ９５１２９ 的中 �� ４６０１（８番人気）�� ５２３（３３番人気）�� １１２１（１９番人気）
３連複票数 計 ２９４６２３ 的中 ��� １２２４（４１番人気）
３連単票数 計 ５３３１２７ 的中 ��� ４８５（２０４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．６―１４．１―１３．１―１２．７―１２．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．５―５１．６―１：０４．７―１：１７．４―１：３０．３―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ リ ケ ー ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１１．４．３ 阪神１６着

２００８．５．７生 牡３鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
・・・〔制裁〕 オーヴァージョイド号の騎手川須栄彦は，発走後に左あぶみ革の尾錠がはずれたことについて過怠金３０，０００円。

１３０４０ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

３６ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０－１０２：０３．０ ４．５�

１１ ディープフィールド 牡３黒鹿 ５６
５４ △川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：０３．２１� ２．３�

７１４ 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 ４９０－ ６ 〃 アタマ ５２．４�
５９ コパノタイヨー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ４９６－ ２２：０３．３� ４１．２�
４８ 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 ５２８ ―２：０３．５１ ５．７�
８１５ ホッコーゴールド 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 沖田 博志 B４９２＋ ８２：０３．７１� ４２．２	
５１０ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０６± ０ 〃 アタマ １４．３

１２ ランドムテキ 牡３芦 ５６ 村田 一誠木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 B４６６－１０２：０４．０２ ３７．０�
２４ マイネピース 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４５２＋ ６２：０４．２１ ４１．８�
７１３ タマモエスプレッソ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ５１８＋２４ 〃 クビ １２．６
２３ テイエムマジョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４１４－１４２：０４．４１� ３２５．７�
３５ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ １２．０�
８１６� コスモマローネ 牝３栗 ５２ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新

A J Cook &
Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４３８＋１０２：０５．１４ ３４３．６�
４７ ダイヤモンドハウス 	３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２８＋ ２２：０５．４１
 １８．３�
６１１ ジャイアントブルー 牡３鹿 ５６ 北村 友一中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９２± ０ 〃 ハナ ３３５．０�
６１２ ラ ブ バ レ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 村上牧場 ４４８－ ２２：０５．５� ７５０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９０２，３００円 複勝： １６，７７９，６００円 枠連： ７，５６９，６００円

馬連： ２４，７４２，４００円 馬単： １８，６００，５００円 ワイド： １１，７７８，４００円

３連複： ３３，２３３，６００円 ３連単： ５１，５４６，９００円 計： １７６，１５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １，０００円 枠 連（１－３） ３７０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２，６３０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ７，４１０円 ３ 連 単 ��� ３２，３８０円

票 数

単勝票数 計 １１９０２３ 的中 � ２１０１５（２番人気）
複勝票数 計 １６７７９６ 的中 � ３２２４５（２番人気）� ３９１８５（１番人気）� ２８０６（１２番人気）
枠連票数 計 ７５６９６ 的中 （１－３） １５１２４（１番人気）
馬連票数 計 ２４７４２４ 的中 �� ３８７８１（１番人気）
馬単票数 計 １８６００５ 的中 �� １１９２１（２番人気）
ワイド票数 計 １１７７８４ 的中 �� １６４４５（１番人気）�� ９５５（３１番人気）�� １１８８（２８番人気）
３連複票数 計 ３３２３３６ 的中 ��� ３３１０（２４番人気）
３連単票数 計 ５１５４６９ 的中 ��� １１７５（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．４―３５．５―４８．１―１：００．９―１：１４．１―１：２６．９―１：３８．９―１：５１．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマックイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１１．２１ 京都７着

２００８．３．１生 牡３黒鹿 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ ９戦１勝 賞金 １１，７５０，０００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 オービーキング号



１３０４１ ５月１日 曇 重 （２３新潟１）第４日 第５競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

１１ オ ー パ ル ス 牡３芦 ５６
５５ ☆高倉 稜広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９０＋１２１：１２．２ １．６�

２２ マルカファントム 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４５０＋ ６１：１２．７３ ５．９�

７１３ 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 ４３２＋ ４１：１３．１２� １４．２�
２３ ワンダードレッシー 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８２ ―１：１３．３１� ３２．１�
６１０ ナンクルナイサ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２６＋ ２１：１３．６２ ５９．９�
３５ マウントフジ 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム ４１２± ０ 〃 クビ ４．０�

７１２ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４８８＋ ４１：１３．７� １２０．４	

８１４ アンジェラバローズ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４１８－ ６ 〃 クビ ６４．１


５９ ユ メ ハ ナ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�フォーレスト 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４３６＋ ６１：１３．８クビ ３３．３�
６１１ スナオニアイシテ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４２４± ０１：１３．９� ７０．８
８１５ ロングコウテイ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平中井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４１８－ ６１：１４．０クビ ２５２．２�
４６ サンクスギビング 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ５１０－ ８１：１４．４２� １７１．２�
４７ マルヴァジア 牝３栗 ５４ 田中 克典�下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４３８－ ６１：１４．５クビ １８９．６�
５８ フォージドロイヤル �３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一�三登 佐藤 全弘 新ひだか 小河 豊水 ４２４－ ２１：１５．６７ ５８１．２�
３４ グランローズ 牝３青鹿５４ 大下 智林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ３４４＋１４１：１５．７� ５３７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５２７，７００円 複勝： ３１，８５２，７００円 枠連： ８，６８１，６００円

馬連： ２５，２６９，５００円 馬単： ２４，８５４，０００円 ワイド： １２，９８３，５００円

３連複： ３５，１０７，０００円 ３連単： ７９，０４１，７００円 計： ２３２，３１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（１－２） ３８０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ３，３６０円

票 数

単勝票数 計 １４５２７７ 的中 � ７３３０９（１番人気）
複勝票数 計 ３１８５２７ 的中 � ２０１４９４（１番人気）� ２３５３０（３番人気）� １４８４９（４番人気）
枠連票数 計 ８６８１６ 的中 （１－２） １７０２４（２番人気）
馬連票数 計 ２５２６９５ 的中 �� ４０２５１（２番人気）
馬単票数 計 ２４８５４０ 的中 �� ２９０３５（２番人気）
ワイド票数 計 １２９８３５ 的中 �� １６７８０（２番人気）�� ９９６５（３番人気）�� ３５１０（９番人気）
３連複票数 計 ３５１０７０ 的中 ��� ２０５１３（３番人気）
３連単票数 計 ７９０４１７ 的中 ��� １７４０３（４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．６―１２．５―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．８―４７．３―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ー パ ル ス �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．１０．３ 中山５着

２００８．２．１５生 牡３芦 母 アインアイン 母母 アインフローラ ５戦１勝 賞金 ９，７５０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アイムヒアー号・ミリオネアワルツ号

１３０４２ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

４４ ロイヤルダリア 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１０－ ８２：２６．９ ４．０�

６７ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６４－１０２：２７．１１� ７．６�
２２ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４４＋ ２ 〃 クビ ２．６�
５６ トミケンプライム 牡６栗 ５７ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１２± ０２：２７．４１� １０．３�
５５ スイートテン 牝４栗 ５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５０４－１０ 〃 クビ ８．８�
６８ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５０４＋１６２：２７．５クビ ７４．９�
８１１ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５８－ ６２：２７．９２� ５．７	
１１ テラノパンサー 	４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８－ ２２：２８．０� ７３．９


７１０ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７ 北村 友一 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４５８－ ２２：２８．１� ３８．５�
８１２ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７

５５ △川須 栄彦河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６８－ ８ 〃 アタマ ５６．６
７９ キングオブロマネ 	７黒鹿５７ 中舘 英二嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４８８－１２２：２９．８大差 ２０７．４�
３３ メジロムーア 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 B４７８－ ４２：３０．０１ ４４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，８６７，２００円 複勝： １８，１７２，０００円 枠連： ７，８７９，０００円

馬連： ２４，１１８，９００円 馬単： １９，９２２，０００円 ワイド： １１，９２８，５００円

３連複： ３３，４９５，０００円 ３連単： ６０，８７３，６００円 計： １８８，２５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，５００円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，７５０円

票 数

単勝票数 計 １１８６７２ 的中 � ２３７０７（２番人気）
複勝票数 計 １８１７２０ 的中 � ３００３６（２番人気）� ２４４９８（４番人気）� ４７２４７（１番人気）
枠連票数 計 ７８７９０ 的中 （４－６） ３８９３（８番人気）
馬連票数 計 ２４１１８９ 的中 �� １０１８９（７番人気）
馬単票数 計 １９９２２０ 的中 �� ４８７６（１２番人気）
ワイド票数 計 １１９２８５ 的中 �� ５９４５（６番人気）�� １６００６（１番人気）�� ８９４９（３番人気）
３連複票数 計 ３３４９５０ 的中 ��� ２１２３２（２番人気）
３連単票数 計 ６０８７３６ 的中 ��� ４６１２（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．９―３４．９―４６．４―５８．８―１：１２．１―１：２５．９―１：３８．７―１：５１．１―２：０２．５―２：１４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルダリア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Phone Trick デビュー ２００８．６．２８ 函館２着

２００６．３．３０生 牡５黒鹿 母 ミスワキジャパン 母母 Office Politics ２２戦２勝 賞金 ３１，６３３，０００円
〔騎手変更〕 テラノパンサー号の騎手酒井学は，第３日第１２競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。



１３０４３ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４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）

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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１５ スズカスパーク 牡６芦 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４８０－ ６１：４７．１ １４．２�

４８ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６４－ ６ 〃 クビ ５．９�
６１２ ロードラテアート 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４８８＋ ２１：４７．２クビ ２６．６�
６１１ サウンドバラッド �４鹿 ５７ 吉田 隼人増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：４７．４１� ６．３�
３５ � シルヴァーノ 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ５０６－ ３１：４７．５� ９．９�
２３ 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－ ８ 〃 クビ ４．０	
５１０ ゴールドサクセス 牡６鹿 ５７ 荻野 琢真居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４７２＋ ４１：４７．６	 １３．２

７１３ メジロクリントン 牡４栗 ５７ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２０＋ ６１：４７．７� ４８．６�
３６ キュートシルフ 牝５青 ５５ 古川 吉洋�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４２４＋ ２１：４７．８クビ １０２．７�
１２ ソールデスタン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４５６－ ４１：４８．０１� ３．５
７１４ 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 ４５２＋１２ 〃 クビ ８６．４�
１１ 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＋ ２１：４８．１クビ ６９．５�
５９ フェルミオン 牝５鹿 ５５ 村田 一誠 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ６１：４８．２	 １２５．２�
８１６� グレートビンテージ 牡４青鹿５７ 藤岡 康太臼田 浩義氏 鈴木 孝志 日高 メイプルファーム ４３２－ ４１：４８．４１� ９６．６�
２４ グロリアスフラワー 牝４鹿 ５５ 北村 友一 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４２６＋ ４１：４８．６１� ３０．４�
４７ � 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 ４８０＋ ６１：４９．１３ １３３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４８５，４００円 複勝： ２２，８３９，９００円 枠連： ９，２３０，３００円

馬連： ２８，３２７，４００円 馬単： １９，９７１，０００円 ワイド： １４，２４１，４００円

３連複： ４０，０７２，５００円 ３連単： ６２，４１４，０００円 計： ２１０，５８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ６８０円 枠 連（４－８） ３，７７０円

馬 連 �� ４，５２０円 馬 単 �� １０，５７０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� ４，３９０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ２８，３１０円 ３ 連 単 ��� １７７，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３４８５４ 的中 � ７５１６（７番人気）
複勝票数 計 ２２８３９９ 的中 � １４０５１（７番人気）� ３６３３２（３番人気）� ７５７２（８番人気）
枠連票数 計 ９２３０３ 的中 （４－８） １８０９（１８番人気）
馬連票数 計 ２８３２７４ 的中 �� ４６２８（１７番人気）
馬単票数 計 １９９７１０ 的中 �� １３９５（３８番人気）
ワイド票数 計 １４２４１４ 的中 �� ２４３４（１７番人気）�� ７８３（４１番人気）�� １８９７（２０番人気）
３連複票数 計 ４００７２５ 的中 ��� １０４５（８６番人気）
３連単票数 計 ６２４１４０ 的中 ��� ２５９（４８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．６―１：００．３―１：１２．７―１：２４．４―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカスパーク �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Thirty Eight Paces デビュー ２００８．５．１１ 京都１２着

２００５．３．３１生 牡６芦 母 サーティエイトゴーゴー 母母 Dronette １４戦３勝 賞金 ３４，６５６，０００円

１３０４４ ５月１日 曇 重 （２３新潟１）第４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）

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� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

４７ マストバイアイテム 牝４黒鹿５５ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４５６－ ８１：１０．８ ４．５�

２２ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４５８＋ ２１：１１．３３ ４．２�
７１２ エリモエポナ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ６１：１１．６１� ７．５�
７１３ 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 ４８６＋ ４１：１２．０２� １０．６�
８１４ サマーソング 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ４１：１２．３１� ７．９�
５９ キクノアルバ 牝４鹿 ５５

５３ △川須 栄彦菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４７２＋ ８１：１２．４� ３．５	
３５ � トゥインクルスノー 牝４鹿 ５５ 黛 弘人トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４５０－ ６１：１２．５� ７６．８

６１１ エスジーナミ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥赤沼 秀典氏 萩原 清 浦河 大北牧場 ４２４＋ ４ 〃 ハナ ４０．８�
４６ イサミダンス 牝４芦 ５５ 佐藤 哲三前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４８＋ ４１：１２．９２� ２０．９�
８１５� ラヴソースウィート 牝５黒鹿５５ 大下 智�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６４＋１８１：１３．６４ ５８．５
６１０� シャインドリーム 牝４芦 ５５

５２ ▲平野 優皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ３９８－２２１：１３．８１� ６０．８�
５８ � サンマルフラワー 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４５６－１０ 〃 クビ ３０５．０�
２３ � アイディンワルツ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一米井 勝氏 保田 一隆 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１０＋ ５１：１４．１１� ２０３．２�
３４ ヒシヴェリタス 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １５９．７�
１１ コスモカラーズ 牝５芦 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 松山 将樹 浦河 カナイシスタッド ４５６－１３１：１４．２� ６０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，２０１，６００円 複勝： ２３，７２２，６００円 枠連： １０，８０９，６００円

馬連： ２７，９７４，６００円 馬単： ２１，６８５，７００円 ワイド： １３，６２７，８００円

３連複： ３９，０６４，６００円 ３連単： ６４，９８６，２００円 計： ２１６，０７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（２－４） １，０１０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５９０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １４，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４２０１６ 的中 � ２５２６５（３番人気）
複勝票数 計 ２３７２２６ 的中 � ３９７５１（３番人気）� ４７１８８（２番人気）� ２４９５５（５番人気）
枠連票数 計 １０８０９６ 的中 （２－４） ７９７０（６番人気）
馬連票数 計 ２７９７４６ 的中 �� １６７４７（５番人気）
馬単票数 計 ２１６８５７ 的中 �� ７６６８（６番人気）
ワイド票数 計 １３６２７８ 的中 �� ７６１３（４番人気）�� ５７２６（７番人気）�� ４８３３（１０番人気）
３連複票数 計 ３９０６４６ 的中 ��� １１５０７（７番人気）
３連単票数 計 ６４９８６２ 的中 ��� ３２２５（４５番人気）

ハロンタイム １１．７―１１．１―１１．９―１２．３―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．８―３４．７―４７．０―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マストバイアイテム �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．７ 京都４着

２００７．４．８生 牝４黒鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン １４戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クリスリリー号



１３０４５ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第９競走 ��１，６００�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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４８ ラジャポネーズ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４４２＋ ６１：３５．３ １７．７�

６１２ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９８－ ２ 〃 クビ １１．２�
８１６ イ オ ス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６－１２１：３５．５１� ５．６�
７１４� サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４３４＋ ４１：３５．６クビ ６．５�
７１３ ミスベルツリー 牝５栗 ５５ 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 ４７２＋１２ 〃 ハナ １５．６�
２４ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５８＋１０ 〃 ハナ １１９．７


２３ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １９．２�

５１０ ジュメイラムーン 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介 	グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ６ 〃 アタマ ２１．５�
１１ オーシャンキャスト 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ４１：３５．７� ５．２
５９ タニノネグローニ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４８２－ ８１：３６．１２� ２０．９�
８１５ ア カ リ 牝５栗 ５５

５２ ▲平野 優山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４４２－１６１：３６．４２ ３７．２�
４７ � リラティビティ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 下屋敷牧場 ４７４－１０１：３６．５� ９７．０�
３６ � トウカイイーグル 牡４黒鹿 ５７

５５ △川須 栄彦内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム ４９４± ０１：３６．６クビ １５３．４�
１２ プレタポルテ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３２＋１０ 〃 ハナ ３．６�
３５ ファミリズム 牝５青鹿５５ 上村 洋行國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ５０８－ ６１：３６．８１� ２３．０�
６１１ フレンドリードレス 牝５鹿 ５５ 村田 一誠増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４０２－１２１：３７．１１� １１３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９５７，９００円 複勝： ２５，５８８，５００円 枠連： １４，７０８，０００円

馬連： ４０，１９５，０００円 馬単： ２６，４２１，７００円 ワイド： １８，１２１，４００円

３連複： ５４，３１８，８００円 ３連単： ８６，３５０，１００円 計： ２８１，６６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ５７０円 � ３３０円 � ２１０円 枠 連（４－６） ７，９２０円

馬 連 �� ７，９６０円 馬 単 �� ２２，１６０円

ワ イ ド �� ２，９２０円 �� １，８１０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １９，２９０円 ３ 連 単 ��� １５３，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５９５７９ 的中 � ７１２６（７番人気）
複勝票数 計 ２５５８８５ 的中 � １０２９０（９番人気）� １９７５８（５番人気）� ３８７４３（３番人気）
枠連票数 計 １４７０８０ 的中 （４－６） １３７１（２８番人気）
馬連票数 計 ４０１９５０ 的中 �� ３７２７（３７番人気）
馬単票数 計 ２６４２１７ 的中 �� ８８０（８５番人気）
ワイド票数 計 １８１２１４ 的中 �� １５０２（４１番人気）�� ２４６６（２２番人気）�� ３５６８（１１番人気）
３連複票数 計 ５４３１８８ 的中 ��� ２０７９（６９番人気）
３連単票数 計 ８６３５０１ 的中 ��� ４１５（５１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．７―４８．９―１：０１．１―１：１２．７―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラジャポネーズ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．７．２５ 新潟１着

２００７．４．１９生 牝４鹿 母 レ ヴ ド フ ェ 母母 Reine des Iles １８戦２勝 賞金 ２２，８００，０００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 キャニオンブラウン号

１３０４６ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第１０競走 ��
��１，０００�は や ぶ さ 賞

発走１４時４０分 （芝・直線）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００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

５３．７
５３．７

良

良

２３ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２０± ０ ５６．２ １０．０�

５１０ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ５．０�
４８ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ４．７�
３６ ヤマニンパピオネ 牝３芦 ５４ 横山 和生土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ２ ５６．３クビ ３．８�
２４ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 津村 明秀加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３２－ ２ ５６．５１� ２３．５�
７１３ アポロジェニー 牝３青鹿５４ 川須 栄彦アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 田中 裕之 ４５０± ０ 〃 ハナ ７．１�
３５ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４２＋ ６ 〃 ハナ １２．４�
６１１ シゲルセキニンシャ 牝３青鹿５４ 高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４５８＋ ６ ５６．７１� ２９．６	
１１ � クラウンハッピー 牝３芦 ５４ 伊藤 工真矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 福岡 光夫 ４２０＋ ８ ５６．９１� ２３８．１

８１５ アンジュヴォレ 牝３栗 ５４ 村田 一誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４３４＋ ４ 〃 クビ ３２．１�
６１２ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４３０＋ ６ ５７．０クビ １０．７�
１２ パ テ ィ オ 牝３鹿 ５４ 小野寺祐太山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４１８± ０ ５７．２１� １６６．２
５９ � セクシーキララ 牝３芦 ５４ 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日高大洋牧場 ４００－ ３ ５７．３クビ ９０．０�
４７ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４８０＋ ４ ５７．４� ６０．２�
８１６� コーリンハッピー 牝３芦 ５４ 上村 洋行伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４４４－１０ ５７．８２� １３２．９�
７１４ ディアフロイデ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３６＋ ８ ５８．０１� ６０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１８３，７００円 複勝： ２６，４０６，３００円 枠連： １６，１５５，７００円

馬連： ５１，９８９，８００円 馬単： ３３，８４０，２００円 ワイド： ２１，３５２，７００円

３連複： ７５，４０７，３００円 ３連単： １２４，３４７，７００円 計： ３６８，６８３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（２－５） １，６５０円

馬 連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ６４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� ２４，１４０円

票 数

単勝票数 計 １９１８３７ 的中 � １５１３０（５番人気）
複勝票数 計 ２６４０６３ 的中 � ２１１８９（６番人気）� ３５４７０（３番人気）� ４２６０３（２番人気）
枠連票数 計 １６１５５７ 的中 （２－５） ７２３４（９番人気）
馬連票数 計 ５１９８９８ 的中 �� １５５２２（９番人気）
馬単票数 計 ３３８４０２ 的中 �� ４９２５（２１番人気）
ワイド票数 計 ２１３５２７ 的中 �� ５１９７（１１番人気）�� ８３８１（４番人気）�� ９６５４（３番人気）
３連複票数 計 ７５４０７３ 的中 ��� １４７１６（７番人気）
３連単票数 計１２４３４７７ 的中 ��� ３８０３（５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１０．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．７―４４．３

上り４F４４．０－３F３３．６
勝馬の
紹 介

ビューティバラード �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉６着

２００８．３．２３生 牝３栗 母 クールリーヴ 母母 クールアライヴァル ５戦２勝 賞金 １６，７３７，０００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） ４頭 アイランズギフト号・ナムラドリーミー号・ビップセンノセン号・ラバーフロー号



１３０４７ ５月１日 曇 稍重 （２３新潟１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走１５時２０分 （芝・左・外）
４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得
賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１
着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１２ リ デ ィ ル 牡４栗 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６－ ６１：３２．８ ３．０�

２２ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 勝浦 正樹小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ８１：３３．０１� １０．３�
８１４ ヒットジャポット 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９２－ ２１：３３．３１	 ７．０�
５９ マイネルクラリティ 牡５栗 ５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ １８．６�
２３ 
 オセアニアボス 牡６青鹿５６ 吉田 隼人�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９８－ ８ 〃 アタマ ２７．６�
４７ ス ピ リ タ ス �６栗 ５６ 石橋 脩 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：３３．４	 ４．１	
７１３ ダイシンプラン 牡６栗 ５５ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８± ０１：３３．５� ８１．１

６１０ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５５ 松田 大作田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５６－ ６ 〃 ハナ ３９．４�
４６  スマートステージ 牡６鹿 ５６ 武 幸四郎大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０２± ０ 〃 アタマ ８．５�
３４ スズカサンバ 牡７鹿 ５６ 丸田 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：３３．７１� ７６．１
８１５ ストロングガルーダ 牡５青鹿５５ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８４－ ６１：３４．０１	 ６８．３�
５８ 
 ファリダット 牡６青鹿５６ 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７６＋ ４ 〃 クビ ８．４�
３５ ティファニーケイス 牝４鹿 ５４ 藤岡 康太�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ６１：３４．４２� ３４．１�
６１１ マイネルスケルツィ 牡８鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 B５１２＋ ４１：３４．６１� ５３．１�
１１ 
 ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５０４－ ６１：３５．２３� ３４４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，２３８，９００円 複勝： ５１，５１８，０００円 枠連： ２９，４７４，７００円

馬連： １４３，１４２，５００円 馬単： ８１，０３３，３００円 ワイド： ４４，６０５，６００円

３連複： １７５，９４６，０００円 ３連単： ３３７，８１２，７００円 計： ９０１，７７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ２４０円 枠 連（２－７） １，２１０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ４４０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３８２３８９ 的中 � １００５７０（１番人気）
複勝票数 計 ５１５１８０ 的中 � １１７８３０（１番人気）� ４６９１２（５番人気）� ５１６１７（４番人気）
枠連票数 計 ２９４７４７ 的中 （２－７） １８００４（７番人気）
馬連票数 計１４３１４２５ 的中 �� ７４１５５（４番人気）
馬単票数 計 ８１０３３３ 的中 �� ２５１１３（６番人気）
ワイド票数 計 ４４６０５６ 的中 �� １９２４９（５番人気）�� ２６５５５（２番人気）�� １０５４４（１３番人気）
３連複票数 計１７５９４６０ 的中 ��� ４８９４５（６番人気）
３連単票数 計３３７８１２７ 的中 ��� ２０５１５（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．８―１１．７―１１．６―１０．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．５―５８．２―１：０９．８―１：２０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ デ ィ ル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．８．２３ 小倉７着

２００７．５．８生 牡４栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング ７戦３勝 賞金 ８４，０６６，０００円

１３０４８ ５月１日 曇 重 （２３新潟１）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�

し ろ う ま だ け

白 馬 岳 特 別
発走１６時００分 （ダート・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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ スタッドジェルラン 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ５００＋２０１：５１．７ ５．８�

５９ � ゴールデンルーヴェ 牡６栗 ５７ 秋山真一郎広尾レース� 森 秀行 米 Barnett
Enterprises ４９６－ ２１：５１．８� １９．３�

７１３ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７２＋ ６１：５２．１２ ３７．１�
４６ 	 モエレジュンキン 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４６２＋ ４１：５２．２� ５．４�
５８ シルクエステート 牡５青 ５７ 中舘 英二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５８＋１０１：５２．５１
 ２５．６�
２２ トウショウロジック 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ６．４�
６１０ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８６－１２１：５２．９２� ５．７	
８１４	 ヤ マ ノ ベ ガ 牡７黒鹿５７ 大野 拓弥山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ５００＋ ４１：５３．３２� １６７．４

４７ エリモアラルマ 牡５鹿 ５７ 松山 弘平山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B４９６－ ８１：５３．５１ ２０．２�
２３ � ティアモブリーオ 牡４鹿 ５７ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４５４＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
１１ マイネルパルティア 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５０４－ ６１：５３．８１
 １２６．４
３５ 	 マルターズカイト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １５９．６�
８１５	 メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 丸田 恭介�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７０± ０１：５４．２２� １９．２�
３４ ポルカマズルカ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５００－ ８１：５４．３� １６．２�
７１２ ダンサーズブロンド 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４０８＋ ２１：５４．９３� ７０．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，４７９，４００円 複勝： ４２，１４２，７００円 枠連： ２６，２３３，１００円

馬連： ７４，０７０，７００円 馬単： ４３，９４３，９００円 ワイド： ２９，３６７，８００円

３連複： １００，２５３，０００円 ３連単： １７８，８５９，１００円 計： ５２３，３４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２９０円 � ５３０円 � ６７０円 枠 連（５－６） １，５５０円

馬 連 �� ６，１７０円 馬 単 �� １０，０８０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ３，４９０円 �� ５，３００円

３ 連 複 ��� ５４，６９０円 ３ 連 単 ��� ２５３，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２８４７９４ 的中 � ３８９１０（４番人気）
複勝票数 計 ４２１４２７ 的中 � ４３８３５（５番人気）� ２００５１（７番人気）� １５５３２（１０番人気）
枠連票数 計 ２６２３３１ 的中 （５－６） １２５７０（６番人気）
馬連票数 計 ７４０７０７ 的中 �� ８８７４（２７番人気）
馬単票数 計 ４３９４３９ 的中 �� ３２１９（３５番人気）
ワイド票数 計 ２９３６７８ 的中 �� ３７９５（２０番人気）�� ２０６６（４２番人気）�� １３４９（５６番人気）
３連複票数 計１００２５３０ 的中 ��� １３５３（１５７番人気）
３連単票数 計１７８８５９１ 的中 ��� ５２１（７６４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．９―１２．８―１２．１―１２．３―１２．７―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．７―４９．５―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．６―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドジェルラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００８．１１．９ 京都２着

２００６．３．７生 牡５栗 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk １８戦４勝 賞金 ９７，１０５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 テルミーホワイ号・ピカンチラヴ号・ミウラジェット号・ライコウテンユウ号

３レース目



（２３新潟１）第４日 ５月１日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 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

１８６，４２０，０００円
１０，８００，０００円
１，７８０，０００円
１７，５９０，０００円
５９，８９６，０００円
４，５５０，０００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
１９７，５５５，６００円
３１０，５３３，９００円
１５１，３８６，０００円
５０６，５２４，０００円
３４４，７９２，０００円
２１１，１０９，２００円
６８８，６５１，６００円
１，２１３，３１６，５００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 ３，６２３，８６８，８００円

総入場人員 ２０，５２５名 （有料入場人員 １８，８８２名）


