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１３０４９ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５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）

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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ クォリティシーズン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４８＋ ６１：１２．２ １．５�

８１４ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：１２．４１� ４．７�
４７ テルユーホワット 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６０－ ４１：１２．９３ ３７．５�
４６ トーセンスタッフ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４２＋ ２１：１３．０� ２７．５�
２２ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．６	
６１１ ハ ロ ー タ マ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４４－ ２１：１３．５３ ２１．９

５８ アラマサアフリート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４６＋ ４１：１４．０３ １１８．７�
３５ デ ィ ル 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 坂本 春雄 ４３４＋ ２１：１４．８５ ５５４．３�
８１５ ジンライムシュガー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４２８± ０ 〃 クビ ６２．３
６１０ エリモミネルバ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ３９８± ０１：１４．９クビ ４０４．１�
７１３ ロングアイリス 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦中井 敏雄氏 加用 正 浦河 笹地牧場 ４３２＋ ４１：１５．１１ ６４．４�
１１ バルトデスティニー 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 ４４２－１４ 〃 クビ ５９．５�
３４ メジロレイセン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４４８＋ ４１：１５．４２ １０４．７�
７１２ クールグラン 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０－ ６１：１５．６１� ５４．４�
５９ タイニーラヴ 牝３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４５６ ―１：１７．３大差 ５２８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８７０，８００円 複勝： ４５，８０７，２００円 枠連： ８，６９７，６００円

馬連： ２３，９８７，６００円 馬単： ２２，０６４，１００円 ワイド： １４，６２４，１００円

３連複： ４０，０２５，２００円 ３連単： ７３，０１９，１００円 計： ２４１，０９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（２－８） ２４０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ７６０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� ４，８２０円

票 数

単勝票数 計 １２８７０８ 的中 � ７０９４０（１番人気）
複勝票数 計 ４５８０７２ 的中 � ３０２６０５（１番人気）� ４９７１３（２番人気）� ９４６９（５番人気）
枠連票数 計 ８６９７６ 的中 （２－８） ２７５４６（１番人気）
馬連票数 計 ２３９８７６ 的中 �� ６１４４４（１番人気）
馬単票数 計 ２２０６４１ 的中 �� ３４３９２（１番人気）
ワイド票数 計 １４６２４１ 的中 �� ３０８５８（１番人気）�� ３９５４（７番人気）�� ２１３０（１６番人気）
３連複票数 計 ４００２５２ 的中 ��� １２４２７（７番人気）
３連単票数 計 ７３０１９１ 的中 ��� １１１９６（１０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．５―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４７．１―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クォリティシーズン �
�
父 トワイニング �

�
母父 Green Dancer デビュー ２０１１．１．２２ 中山２着

２００８．５．６生 牝３黒鹿 母 コンファームドダンサー 母母 Confirm ３戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔発走状況〕 バルトデスティニー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 バルトデスティニー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイニーラヴ号は，平成２３年６月７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。
（非抽選馬） １頭 ラルガヴィータ号

１３０５０ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１６ スズカファルコン 牡３青鹿 ５６
５４ △川須 栄彦永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６０－ ８１：３４．８ ４．５�

２４ ラ ロ メ リ ア 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 クビ ５．６�
７１３ ザベルオンアース 牝３栃栗５４ 石橋 脩井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 ４３６－ ４１：３４．９� ４１．８�
４８ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０８＋ ２１：３５．０� ５．８�
５１０ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４４－ ４１：３５．２１� ２．９�
５９ スズカロジック 牡３栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７６－ ４ 〃 クビ ２３．５�
４７ ゴールデンイヤーズ 牡３栗 ５６ 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 ４６６± ０１：３５．６２� ２１．７	
６１２ フェブスター 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４４６－ ２１：３５．７� ４４２．６

８１５ タマモルーキー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ ３７０．２�
７１４ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９４＋ ２１：３５．８クビ ７．３
３６ ゴールデンワンダー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ―１：３６．０１� ３１．４�
２３ ファルファローネ 牡３青鹿５６ 江田 照男石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 �渡 信義 ４７６－ ４１：３６．２１� ３８５．１�
１２ ブロックコード 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８４＋ ４１：３６．４１� ９８．１�
３５ シルクメディエイト 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗有限会社シルク柴田 政人 平取 清水牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３３５．５�
６１１ ルシエルクレール 牝３栗 ５４ 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム ４１８＋ ４１：３６．６１� ３３．６�
１１ スカイホーク 牡３青鹿５６ 松田 大作岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５６＋ ８１：３６．９１� ２４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，８９６，４００円 複勝： １７，９１３，２００円 枠連： ６，７９２，６００円

馬連： ２０，６６９，９００円 馬単： １５，９３９，１００円 ワイド： １１，１１９，８００円

３連複： ３０，５１０，０００円 ３連単： ４４，２７５，２００円 計： １５８，１１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ８３０円 枠 連（２－８） １，５３０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ２，８８０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ２３，０３０円 ３ 連 単 ��� １０５，４１０円

票 数

単勝票数 計 １０８９６４ 的中 � １９２４５（２番人気）
複勝票数 計 １７９１３２ 的中 � ３１６８４（２番人気）� １９１４２（４番人気）� ４４６８（１０番人気）
枠連票数 計 ６７９２６ 的中 （２－８） ３２９４（８番人気）
馬連票数 計 ２０６６９９ 的中 �� ８２９１（７番人気）
馬単票数 計 １５９３９１ 的中 �� ３３５４（１４番人気）
ワイド票数 計 １１１１９８ 的中 �� ３７０５（８番人気）�� ９３２（３２番人気）�� ５８７（３９番人気）
３連複票数 計 ３０５１００ 的中 ��� ９７８（６２番人気）
３連単票数 計 ４４２７５２ 的中 ��� ３１０（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．０―４７．５―１：００．０―１：１１．７―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカファルコン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．３．６ 阪神３着

２００８．５．７生 牡３青鹿 母 プリンセススズカ 母母 プリンセスリーベ ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エーブマンガン号
（非抽選馬） ４頭 カガタイキ号・クリノエンドレス号・サニーヘイロー号・バトルトコパ号

第１回　新潟競馬　第５日



１３０５１ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

８１４ クラッシーゲイト 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 加藤 征弘 新ひだか 上村 清志 ５１０＋１２１：５５．６ １．６�

３４ トーホウアミール 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ５１２＋１０１：５６．１３ ２６１．３�

３５ サワノボンバー 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５０４－１０１：５６．２� ６．４�

８１５ ラインレグルス 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８４± ０１：５６．３クビ ２０．３�

６１１ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６
５３ ▲西村 太一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４６６－ ２１：５６．６１� ７４．２	
１１ アウトヒット 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４＋ ２１：５６．７� ３２．９

５９ トキノサコン 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７８＋ ８１：５７．２３ ５６．２�
６１０ マイネルリシェス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ８１：５７．７３ ８．３�

７１２ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８４± ０１：５７．８クビ ４１．１
５８ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９０－１０１：５７．９� １６５．５�
４６ ヒラボクローレル �３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４５０－２２１：５８．０クビ １１０．３�
７１３ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４８４ ― 〃 クビ １０２．６�
２３ フォレストリーダー 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７２＋ ４１：５８．２１ １２．１�
２２ マスイルベッロ 牡３栗 ５６ 千葉 直人上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４４２＋ ９１：５８．９４ ６１７．１�
４７ クレバージブラル 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也田� 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム B４６８－１０１：５９．４３ １０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，７６３，２００円 複勝： ４０，４９９，８００円 枠連： ７，３５０，３００円

馬連： ２１，７９８，１００円 馬単： １９，６４７，５００円 ワイド： １２，７６１，０００円

３連複： ３０，７５４，１００円 ３連単： ５７，０１８，２００円 計： ２０２，５９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２，０００円 � １９０円 枠 連（３－８） ３９０円

馬 連 �� １２，４９０円 馬 単 �� １６，２４０円

ワ イ ド �� ２，４９０円 �� ２１０円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� ２０，０９０円 ３ 連 単 ��� ８５，７１０円

票 数

単勝票数 計 １２７６３２ 的中 � ６５３３５（１番人気）
複勝票数 計 ４０４９９８ 的中 � ２７９２４４（１番人気）� １５７６（１４番人気）� ２８４４４（２番人気）
枠連票数 計 ７３５０３ 的中 （３－８） １４０７５（１番人気）
馬連票数 計 ２１７９８１ 的中 �� １２８９（２８番人気）
馬単票数 計 １９６４７５ 的中 �� ８９３（３８番人気）
ワイド票数 計 １２７６１０ 的中 �� １０８１（３０番人気）�� １９８５７（１番人気）�� ６９１（３７番人気）
３連複票数 計 ３０７５４１ 的中 ��� １１３０（５６番人気）
３連単票数 計 ５７０１８２ 的中 ��� ４９１（２１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．９―１４．１―１３．４―１２．０―１２．５―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．８―５０．９―１：０４．３―１：１６．３―１：２８．８―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラッシーゲイト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．２．２０ 東京３着

２００８．２．２９生 牡３黒鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage ３戦１勝 賞金 ８，６００，０００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 セントヴァリー号
（非抽選馬） １頭 ネバープリンス号

１３０５２ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第４競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

２：００．２
１：５６．４

良

良

５１０ 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 ５０６＋ ２２：０４．７ ５．０�

２４ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４７６－ ４２：０４．８� ５．８�
８１５ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４２＋ ４ 〃 クビ ２．１�
１２ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５０－ ４２：０４．９クビ ７０．７�

７１４ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７０－ ２２：０５．１１ ９２．０�
３５ ダ ー ク ラ ム 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 ４８６＋１２２：０５．２� ４９．６	
５９ マイダルタニアン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４２－１８ 〃 クビ １３．４

６１２ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４４８＋１４２：０５．４１ １７．０�
８１６ アグネスネオ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６２ ―２：０５．６１� ７．４�
４８ ワンダージュネス 牡３鹿 ５６ 松田 大作山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム ４４８－１０ 〃 クビ １２５．７
３６ ソレイユトウショウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８± ０２：０５．７� １６７．５�
７１３ 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－ ４２：０６．２３ ２５６．８�
４７ アージュドール 牡３青 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８± ０２：０６．４１� １４．８�
６１１ ハイタッチレディ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気星野 壽市氏 松永 康利 日高 前野牧場 ４９４－ ４２：０６．９３ ２４６．１�
１１ キソウテンガイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松下 征弘氏 松山 将樹 日高 木村牧場 ４４０－ ６２：０７．０� １２９．０�
２３ ゼンノランスロット 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人大迫久美子氏 田中 清隆 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５８＋１４２：０８．０６ ３４０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２４０，８００円 複勝： １５，２５２，８００円 枠連： ７，８６４，１００円

馬連： １９，０６４，６００円 馬単： １５，６１４，７００円 ワイド： １０，４２４，９００円

３連複： ２７，１５９，２００円 ３連単： ４４，２５５，１００円 計： １５０，８７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（２－５） ８６０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ６，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１２４０８ 的中 � １７８３９（２番人気）
複勝票数 計 １５２５２８ 的中 � ２０１７１（３番人気）� ２３２３５（２番人気）� ５３４２３（１番人気）
枠連票数 計 ７８６４１ 的中 （２－５） ６７９７（３番人気）
馬連票数 計 １９０６４６ 的中 �� １５１０７（３番人気）
馬単票数 計 １５６１４７ 的中 �� ６０８５（５番人気）
ワイド票数 計 １０４２４９ 的中 �� ７５２１（３番人気）�� １０１７９（１番人気）�� ９１６６（２番人気）
３連複票数 計 ２７１５９２ 的中 ��� ２５２３１（１番人気）
３連単票数 計 ４４２５５１ 的中 ��� ５２９５（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３７．５―５１．２―１：０４．６―１：１７．１―１：２９．４―１：４０．９―１：５２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカルマイデビュー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．１４ 京都７着

２００８．３．２３生 牡３黒鹿 母 ヒカルパルテール 母母 ヒカルバリオス ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ジョンブルクリス号・テイエムライジン号・トップモースト号・リッチマインド号



１３０５３ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５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）

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

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６１１ アクロスザライト 牝３鹿 ５４
５２ △川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：４７．４ １．６�

５９ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４８２＋ ２１：４７．８２� ６．６�

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 ４６０ ―１：４８．６５ １５．４�
７１３ イッツスパーブ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：４８．７� ３１．２�
３６ トーホウビューティ 牝３栗 ５４ 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７６＋１６１：４８．８クビ ２４．８�
３５ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５４ 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８２＋ ４１：４９．３３ ５９．７	
１１ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ８１：４９．５１� １５．０

８１５ メジロサモン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４０４＋１６１：４９．７１� ７．８�
４８ メ ギ ー ビ ー 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ５０２ ―１：４９．８� ８８．３�
１２ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４３２＋１６１：５０．１２ １５８．２
７１４ ラストブライト 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ３９６－１０ 〃 ハナ ３２．６�
２４ フィッシュザビート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４４０－ ６１：５０．４１� ２２．３�
８１６ トミケンロブスト 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか タツヤファーム ４６４＋ ２１：５１．０３� ２４９．４�
２３ スピアトウショウ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４ ―１：５１．３１� １７２．０�
５１０ ミネルヴァクィーン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４４４± ０１：５１．８３ ２０９．６�
６１２ スマイルカナチャン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二瀬谷 �雄氏 牧 光二 日高 メイプルファーム B３９８－ ８１：５２．０１� １２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５１０，１００円 複勝： ３３，７９９，４００円 枠連： ８，５５８，２００円

馬連： ２０，７８０，５００円 馬単： １９，７２１，８００円 ワイド： １１，６６７，０００円

３連複： ２９，３５７，０００円 ３連単： ５３，３８０，８００円 計： １９０，７７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（５－６） ３５０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ６１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� ６，３００円

票 数

単勝票数 計 １３５１０１ 的中 � ６９２６９（１番人気）
複勝票数 計 ３３７９９４ 的中 � ２２００３５（１番人気）� ２９０９０（２番人気）� ９２６９（６番人気）
枠連票数 計 ８５５８２ 的中 （５－６） １８５３７（１番人気）
馬連票数 計 ２０７８０５ 的中 �� ３３４２７（１番人気）
馬単票数 計 １９７２１８ 的中 �� ２２８９０（１番人気）
ワイド票数 計 １１６６７０ 的中 �� １５５２２（１番人気）�� ４４４５（６番人気）�� １４７３（２０番人気）
３連複票数 計 ２９３５７０ 的中 ��� ８７９４（４番人気）
３連単票数 計 ５３３８０８ 的中 ��� ６２５５（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．２―１２．４―１２．１―１１．６―１０．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．９―１：００．３―１：１２．４―１：２４．０―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ １１，１２＝（９，１６）－（２，６，１５）（３，７）－１，１３－５，８，１４－４－１０ ４ １１，１２－９，１６－（２，６）１５（３，７）１，１３，５，８，１４－４－１０

勝馬の
紹 介

アクロスザライト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．２．５ 小倉３着

２００８．４．２２生 牝３鹿 母 イクスペクトトゥシャイン 母母 Frankova ３戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミネルヴァクィーン号・スマイルカナチャン号は，平成２３年６月７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。
（非抽選馬） ２頭 アドマイヤアキーダ号・エアアヴリル号

１３０５４ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第６競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

２４ ストロングノヴァ 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４２＋１６ ５６．５ １３．４�

４７ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６８＋ ２ ５６．６� ３．９�

８１６ 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 ４７２－ ８ ５６．８１� ３．１�
８１５ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２０－ ４ ５７．０１� １０．９�
５１０ ナンゴクチョウチョ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１４＋ ２ ５７．１� ２３．１�
１２ エリモフロンティア 牝３黒鹿５４ 中舘 英二山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４６８－ ４ ５７．３１� １５．９�
２３ テイエムエメラルド 牝３栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 浜本牧場 ４３６＋１２ ５７．７２� １５６．１	
７１３ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４１６－ ６ ５７．８クビ ６１．７

７１４ ミネノボサツ 牡３黒鹿５６ 加藤士津八�向別牧場 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２５２．７�
３６ ソ ル デ ラ 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 照雄氏 坂本 勝美 日高 鹿戸 正幸 ４１０－１６ 〃 ハナ ４３．６�
６１２ シルククリエイター 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦有限会社シルク矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ８ ５７．９� ２８．７
４８ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４５２＋１０ 〃 ハナ １８．８�
３５ ブルボンノキセキ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５６－ ４ ５８．０� ３４．７�
１１ メイショウブロガー 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４３６＋ ６ ５８．１クビ １６．２�
６１１ テイエムオイチ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ３９６－１０ 〃 ハナ ５．９�
５９ マイクロドーズ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗中西 功氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４００ ―１：００．３大差 ８６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，７７２，３００円 複勝： １５，２３３，７００円 枠連： ８，６７８，０００円

馬連： ２１，０１４，２００円 馬単： １６，４２２，１００円 ワイド： １１，２８１，３００円

３連複： ３２，７７３，７００円 ３連単： ４９，４０７，４００円 計： １６５，５８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３５０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－４） ２，１７０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ９１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� ２４，４４０円

票 数

単勝票数 計 １０７７２３ 的中 � ６３５３（５番人気）
複勝票数 計 １５２３３７ 的中 � ７９１１（７番人気）� ２９５６３（２番人気）� ３７６０６（１番人気）
枠連票数 計 ８６７８０ 的中 （２－４） ２９５７（１０番人気）
馬連票数 計 ２１０１４２ 的中 �� ５６０５（１０番人気）
馬単票数 計 １６４２２１ 的中 �� １８７０（２３番人気）
ワイド票数 計 １１２８１３ 的中 �� ２６４７（１１番人気）�� ２８２６（１０番人気）�� １１６８１（１番人気）
３連複票数 計 ３２７７３７ 的中 ��� ９１３９（３番人気）
３連単票数 計 ４９４０７４ 的中 ��� １４９２（４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１０．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．７―３３．８―４４．４

上り４F４４．４－３F３３．８
勝馬の
紹 介

ストロングノヴァ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Gone West デビュー ２０１０．９．１１ 札幌６着

２００８．４．２９生 牡３黒鹿 母 アミロティン 母母 Amirati ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ピエナクリスタル号の調教師田中章博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイクロドーズ号は，平成２３年６月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エイトプリンス号・クリノトルネード号・シラサギジョウ号・タイホウルーナ号・ミスターブレイン号・

リサーチアゲン号



１３０５５ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，０００，０００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

２３ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ 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 B４７０－ ６１：５４．６ ２．７�

６１０ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ 丸田 恭介 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１０－１２１：５５．３４ ２３．４�
３４ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４３０± ０ 〃 ハナ ９．８�
２２ � フローラルウインド 牝５黒鹿５５ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０－ ２１：５５．９３� １０３．４�
６１１ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ２７．２�
１１ クレーンズラヴァー 牝４栗 ５５ 丸山 元気�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４４２＋ ２１：５６．０� １０．７	
８１５ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ６１：５６．２１ ３７．２

５９ � ピンクデージー 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗野島 春男氏 菊沢 隆徳 日高 野島牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ４５５．１�
７１２� ラブアスコットー 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４５４± ０１：５６．３クビ ７３．８�
４６ トミケンプライマリ 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４６６－ ６１：５６．４� １１．１
４７ カメリアビジュ 牝４鹿 ５５

５３ △川須 栄彦 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７４－ ８ 〃 クビ ５．６�
３５ � チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 B４３８± ０ 〃 アタマ ３５６．７�
５８ ティボリペガサス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５６－ ２１：５７．０３� １４．０�
８１４� ルペルカリア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：５７．６３� ４．８�
７１３ ワンダースキー 牝４栗 ５５ 石橋 脩山本 信行氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 B４７８＋ ２１：５８．０２� ８０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，７２２，３００円 複勝： ２０，５１９，１００円 枠連： ８，３６５，７００円

馬連： ２３，３８４，８００円 馬単： １８，３９２，１００円 ワイド： １２，６１６，８００円

３連複： ３３，７６４，２００円 ３連単： ５３，９９１，８００円 計： １８２，７５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ５１０円 � ２７０円 枠 連（２－６） １，３３０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ５，２３０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ６２０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� ８，０１０円 ３ 連 単 ��� ３９，３８０円

票 数

単勝票数 計 １１７２２３ 的中 � ３４７２１（１番人気）
複勝票数 計 ２０５１９１ 的中 � ５５９７５（１番人気）� ７９１１（９番人気）� １７８４９（４番人気）
枠連票数 計 ８３６５７ 的中 （２－６） ４６５８（４番人気）
馬連票数 計 ２３３８４８ 的中 �� ５１２１（１３番人気）
馬単票数 計 １８３９２１ 的中 �� ２５９９（２１番人気）
ワイド票数 計 １２６１６８ 的中 �� ２４３７（１５番人気）�� ５３２２（４番人気）�� １１６０（３０番人気）
３連複票数 計 ３３７６４２ 的中 ��� ３１１１（２６番人気）
３連単票数 計 ５３９９１８ 的中 ��� １０１２（１２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．２―１３．５―１２．７―１２．１―１２．６―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．６―５１．１―１：０３．８―１：１５．９―１：２８．５―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネフェリックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京１３着

２００７．４．１生 牝４栗 母 マイネカレッシュ 母母 ノーザンドライバー １６戦２勝 賞金 ２５，３００，０００円

１３０５６ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第８競走 ２，２００�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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

３３ タイセイダンサー 牡５鹿 ５７
５４ ▲平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４５２－ ４２：１４．６ ２．６�

１１ ディビデンド 牡６栗 ５７ 赤木高太郎加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ５２４＋ ４２：１４．８１ ５．５�
２２ 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 ４６２＋ ２２：１５．１２ ５．８�
４４ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６８－ ４２：１５．２� ３．６�

５５ � 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 ４７６＋ ２２：１５．６２� ２３．１�
６６ マイネルウーノ 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４８６＋１２２：１５．７� ５．３	

（６頭）

売 得 金

単勝： ９，８４３，３００円 複勝： １２，５６６，１００円 枠連： 発売なし

馬連： １６，４５２，３００円 馬単： １６，１０５，２００円 ワイド： ６，８２８，５００円

３連複： ２０，３２２，９００円 ３連単： ６７，３８３，７００円 計： １４９，５０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ４，０３０円

票 数

単勝票数 計 ９８４３３ 的中 � ３０７８０（１番人気）
複勝票数 計 １２５６６１ 的中 � ３８９３５（１番人気）� １６４３９（５番人気）
馬連票数 計 １６４５２３ 的中 �� １５５７０（４番人気）
馬単票数 計 １６１０５２ 的中 �� ９２３１（５番人気）
ワイド票数 計 ６８２８５ 的中 �� ８７５３（３番人気）�� １１３０２（１番人気）�� ４８６９（６番人気）
３連複票数 計 ２０３２２９ 的中 ��� １５６１８（４番人気）
３連単票数 計 ６７３８３７ 的中 ��� １２３５３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．０―３６．０―４８．１―１：００．８―１：１３．５―１：２５．５―１：３７．６―１：４９．７―２：０１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
３
４，５－６（２，３）－１
３（４，６）５－２，１

２
４
４－５（６，３）２－１
３，４，６，５，２，１

勝馬の
紹 介

タイセイダンサー 

�
父 ネオユニヴァース 


�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．２３ 東京２着

２００６．２．４生 牡５鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク １１戦２勝 賞金 １７，９００，０００円



１３０５７ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第９競走 １，２００�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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５９ メイショウバーモス 牡５青鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５２０－ ２１：１１．３ ５．３�

７１２ 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＋ ２１：１１．６２ ４．７�
８１４ ツリーズオブホープ 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４５２± ０１：１１．８１� ６．９�
１１ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０８＋ ６１：１２．０１� １０．６�
８１５ アポロパステル 牝４栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４７０＋ ６１：１２．２１ １２２．１�
６１１ マスタールティア 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６４＋ ２１：１２．４１� ２７．８�
２２ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９８－ ６１：１２．５クビ ５０．７�
６１０ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優 	グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：１２．６� １１．２

３５ ルナエクリプス 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 岡田スタツド ４５０＋ ２ 〃 ハナ ４８．６�
５８ � キャプテンドレイク 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信松平 正樹氏 高橋 祥泰 日高 白井牧場 ５０８＋ ３１：１３．０２� ８９．１�
４７ アドバンスピール 牡６青鹿５７ 勝浦 正樹西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４７２± ０１：１３．２１� ８．１
３４ � ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 中舘 英二前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９０－ ８１：１３．３� ３．７�
２３ � エドノコウタロー 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 森 俊雄 ５１４－２６１：１３．６２ ８９．２�
４６ アスタークリス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４５４± ０１：１３．８１� １７２．４�
７１３� サトノドリーム 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４１４－１６１：１４．０� ４２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８５７，７００円 複勝： ２３，５９７，３００円 枠連： ９，３４３，７００円

馬連： ３３，１７５，５００円 馬単： ２４，３２８，８００円 ワイド： １６，０２３，９００円

３連複： ４７，６５０，０００円 ３連単： ８２，８７９，３００円 計： ２４９，８５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（５－７） １，４９０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ８３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� １８，３６０円

票 数

単勝票数 計 １２８５７７ 的中 � １９３２４（３番人気）
複勝票数 計 ２３５９７３ 的中 � ３２５３１（３番人気）� ４０８８６（２番人気）� ２９７９８（４番人気）
枠連票数 計 ９３４３７ 的中 （５－７） ４６３６（７番人気）
馬連票数 計 ３３１７５５ 的中 �� １８８５６（３番人気）
馬単票数 計 ２４３２８８ 的中 �� ７２５６（６番人気）
ワイド票数 計 １６０２３９ 的中 �� ６９５５（５番人気）�� ４６６６（９番人気）�� ６８２７（６番人気）
３連複票数 計 ４７６５００ 的中 ��� １０３７８（１０番人気）
３連単票数 計 ８２８７９３ 的中 ��� ３３３３（４６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．２―１２．３―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．７―４６．０―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバーモス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mountain Cat デビュー ２００８．１２．６ 阪神１着

２００６．２．４生 牡５青鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト １２戦２勝 賞金 ２３，６４０，０００円

１３０５８ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第１０競走 ��１，８００�
に の う じ

二 王 子 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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６７ � アドマイヤコスモス 牡４栗 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６４－ １１：４７．３ ４．１�

８１０ ツルミプラチナム 牡４黒鹿５７ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７０－ ８１：４８．０４ ４．０�
６６ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８０－ ２１：４８．１� ２．８�
８１１ シャイニーブレーヴ 牡４栗 ５７ 高倉 稜小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４５６＋ ２ 〃 クビ ９．１�
７９ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３８－ ８１：４８．２クビ １６．７�
７８ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６１：４８．９４ １０．８�
１１ ヴ ィ ジ レ 牡６青 ５７ 武 幸四郎藤田 孟司氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２ 〃 ハナ ５５．４	
５５ ブラックゼット 牡４黒鹿５７ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４８８＋２０ 〃 ハナ １０．１

２２ � ヨシステップ 牡４栗 ５７ 平野 優村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４５６－ ４１：４９．２１� ４９．６�
３３ � バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 二本柳 壮篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７６± ０１：４９．６２� ２６１．１�
４４ �� フィールザタレント 牝４鹿 ５５ 木幡 初広櫻井 正氏 新開 幸一 米 T. Sakurai ４７４－ ４１：５０．０２� １５６．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，２３０，８００円 複勝： ２３，９５５，２００円 枠連： １１，００９，５００円

馬連： ３９，３９６，３００円 馬単： ２８，８２３，４００円 ワイド： １５，５８６，５００円

３連複： ５０，０４６，１００円 ３連単： １１３，６０３，２００円 計： ２９８，６５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－８） ２５０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２５０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計 １６２３０８ 的中 � ３１７９３（３番人気）
複勝票数 計 ２３９５５２ 的中 � ３４１８５（３番人気）� ４３１６９（２番人気）� ７８８８９（１番人気）
枠連票数 計 １１００９５ 的中 （６－８） ３３７０２（１番人気）
馬連票数 計 ３９３９６３ 的中 �� ３６４８９（３番人気）
馬単票数 計 ２８８２３４ 的中 �� １３０２４（５番人気）
ワイド票数 計 １５５８６５ 的中 �� ９６５３（３番人気）�� １５５７５（２番人気）�� ２１３８８（１番人気）
３連複票数 計 ５００４６１ 的中 ��� ５３２０９（１番人気）
３連単票数 計１１３６０３２ 的中 ��� １９６９２（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．０―１２．６―１２．４―１２．２―１１．７―１０．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．６―４９．２―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．５―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．５
３ １，５（２，１０）６（３，７）（９，８）（４，１１） ４ １，５（２，１０）６（３，７）（９，８）（４，１１）

勝馬の
紹 介

�アドマイヤコスモス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Be My Guest

２００７．３．３生 牡４栗 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ２戦１勝 賞金 １２，０８５，０００円
初出走 JRA



１３０５９ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第１１競走 ��１，２００�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走１５時２５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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ メイショウトリノ 牡４鹿 ５７ 高倉 稜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８８－ ２１：１１．１ １１．２�

６１０ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：１１．２� ４０．６�
２２ � ド ロ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３．７�
３４ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 木幡 初広安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７０－１６１：１１．３� ２２．５�
７１３ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５１６－ ８１：１１．４� １０．１�
１１ ウ ラ ラ カ 牝５黒鹿５５ 松田 大作 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８ 〃 ハナ １８．６	
７１２ 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 B４９０－ ２１：１１．６１� ２０．８

５８ 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 ４７２－ ２１：１１．７� ８．６�
３５ サスティナブル 牡４鹿 ５７ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５１６－１２１：１１．８クビ ４．８�
４７ 	 モエレデフィニット 牡４青鹿５７ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４８４－ ４１：１２．０１� １５５．８
６１１ ラガーリンリン 牝４芦 ５５ 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７６－ ２１：１２．１� ４．６�
５９ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５００± ０１：１２．４１� １６．３�
４６ 	 シャカリキオー 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 B５２２＋１０１：１２．５� ３０７．０�
８１５� エーシンドゥベター 牡６青鹿５７ 石橋 脩�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ５０８＋１４１：１３．０３ ７９．５�
８１４ ディパーチャーズ 
５鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７０＋１０１：１３．６３� ２２０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，５４２，９００円 複勝： ３８，５８９，７００円 枠連： ２６，４４６，９００円

馬連： ９８，８９４，５００円 馬単： ５８，９３６，７００円 ワイド： ３３，２９７，０００円

３連複： １２７，９４８，５００円 ３連単： ２１７，０９９，６００円 計： ６２５，７５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４７０円 � ９５０円 � １８０円 枠 連（２－６） ６３０円

馬 連 �� ２１，５３０円 馬 単 �� ３９，８４０円

ワ イ ド �� ５，７６０円 �� ９７０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� ２２，７３０円 ３ 連 単 ��� １６８，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２４５４２９ 的中 � １７３０４（６番人気）
複勝票数 計 ３８５８９７ 的中 � １９５７２（８番人気）� ８７４３（１１番人気）� ７２７１５（２番人気）
枠連票数 計 ２６４４６９ 的中 （２－６） ３１３４７（１番人気）
馬連票数 計 ９８８９４５ 的中 �� ３３９０（５０番人気）
馬単票数 計 ５８９３６７ 的中 �� １０９２（９７番人気）
ワイド票数 計 ３３２９７０ 的中 �� １３８２（５２番人気）�� ８７９６（９番人気）�� ３５６４（３２番人気）
３連複票数 計１２７９４８５ 的中 ��� ４１５５（８６番人気）
３連単票数 計２１７０９９６ 的中 ��� ９５０（５５９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．１―１２．２―１２．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．５―４５．７―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウトリノ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１０ 京都２着

２００７．５．３生 牡４鹿 母 タイムフラッシュ 母母 ナガラフラッシュ ９戦３勝 賞金 ３１，１３６，０００円
〔制裁〕 モエレデフィニット号の騎手宮崎北斗は，騎乗前の体重確認を怠ったことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１８頭 アグネスレイザー号・イチオカ号・オオヒメ号・オメガクリスマス号・クリノビリオネア号・ケイアイクライム号・

コリコパット号・コロナ号・スコッツブラフ号・セイウンシェンロン号・ダイワシークレット号・タカノキング号・
ブルーソックス号・マイプラーナ号・ミッキーシュタルク号・メイショウアツヒメ号・メイショウタカチホ号・
ワンモアグリッター号

１３０６０ ５月７日 晴 良 （２３新潟１）第５日 第１２競走 ��１，４００�
ご せ ん

五 泉 特 別
発走１６時００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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２３ チャームポット 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４５２＋ ４１：２１．８ ３．１�

６１１ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 石橋 脩田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４－ ２ 〃 クビ ６．５�

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 ４８６－１０１：２２．２２� ５．１�
５１０ サクラエクスプロー 牡４栗 ５７ 高倉 稜�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４５４－１４１：２２．４１� ４．３�
７１４ ザッハトルテ 牝４芦 ５５ 川須 栄彦永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４２２－１２ 〃 クビ １３．４�
３５ ケイツーノース 牝４栗 ５５ 丸山 元気楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８８－ ２１：２２．６１ １６．１�
５９ ヤマニンアーシー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４５２－１２１：２２．７� １１５．１	
３６ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４９８＋１２１：２２．９１� ２２．１

８１５ マスターウィンド 牝４栗 ５５ 丸田 恭介�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 B４３６－ ２１：２３．０� ５６．３�
２４ � クラレットジュエル 牝５栗 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７２＋１２ 〃 クビ ４０．９
４７ 	� 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± ０１：２３．２１� ４０．５�
６１２� サ ス ケ ハ ナ 牝４青鹿５５ 中谷 雄太�須野牧場 新開 幸一 新ひだか 前田 宗将 ４２４－１０１：２３．４１� ２２３．２�
７１３ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀ちきり組合 菊沢 隆徳 新ひだか クドウファーム ４３４＋ ４１：２３．６１� ２３．２�
８１６� ラガーゴールデン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介奥村 啓二氏 清水 久詞 静内 今 牧場 ４０６± ０１：２３．８１� ８３．０�
４８ パ シ ャ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４１２＋１０１：２３．９� ４６．７�
１１ マイネホコモモラ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４１２－ ６１：２４．６４ ６７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９５９，５００円 複勝： ２５，５６２，２００円 枠連： １４，８３８，０００円

馬連： ４６，４６６，２００円 馬単： ３０，４５３，４００円 ワイド： ２０，３４２，４００円

３連複： ６５，０６２，１００円 ３連単： １１８，７７９，３００円 計： ３３８，４６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（２－６） １，０３０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６９５９５ 的中 � ４３２４１（１番人気）
複勝票数 計 ２５５６２２ 的中 � ６５１４９（１番人気）� ３４８３２（４番人気）� ３５９５０（３番人気）
枠連票数 計 １４８３８０ 的中 （２－６） １０７２６（３番人気）
馬連票数 計 ４６４６６２ 的中 �� ３１３８４（４番人気）
馬単票数 計 ３０４５３４ 的中 �� １１９７６（５番人気）
ワイド票数 計 ２０３４２４ 的中 �� １３８２０（３番人気）�� １６１８５（２番人気）�� ７９９２（５番人気）
３連複票数 計 ６５０６２１ 的中 ��� ３２１７９（２番人気）
３連単票数 計１１８７７９３ 的中 ��� １０６７６（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．１―１１．９―１１．８―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．２―３４．３―４６．２―５８．０―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．９ 京都１着

２００６．４．２１生 牝５栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト ２１戦３勝 賞金 ７４，２８７，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ミッキーハンター号・メイショウコウセイ号



（２３新潟１）第５日 ５月７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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
１０，９００，０００円
１，７６０，０００円
１４，３８０，０００円
５８，６６０，０００円
４，４７２，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
１６４，２１０，１００円
３１３，２９５，７００円
１１７，９４４，６００円
３８５，０８４，５００円
２８６，４４８，９００円
１７６，５７３，２００円
５３５，３７３，０００円
９７５，０９２，７００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 ２，９５４，０２２，７００円

総入場人員 ９，８５９名 （有料入場人員 ８，７３１名）


