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１３０６１ ５月８日 晴 稍重 （２３新潟１）第６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）

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

２３ パライバトルマリン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４７６＋ ８１：１２．７ ７８．７�

１１ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９８＋ ２１：１２．８� ３．１�

２２ エスケープマジック 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：１３．２２� １５．３�
６１１ ス ナ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４４４＋１０１：１３．６２� １１．５�
４７ メリーチャン 牝３芦 ５４

５１ ▲横山 和生ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ３．７�
５８ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４２± ０１：１３．８� １５．０�
６１０ シゲルソウトク 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４１２－ ６ 〃 アタマ ５．８	
５９ マルブツマスター 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８６＋ ６１：１３．９� ５．７

４６ モーリマティーニ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ４７０ ―１：１４．１１� ８２．０�
３４ エイプリルスノー 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 竹内 良一 ４２４＋ ２１：１４．５２� ３０７．８�
８１５ サクラレインボー 牡３芦 ５６ 小島 太一さくらコマース小島 太 新冠 川上牧場 ４３８－ ４１：１４．７１� ２１．８�
３５ メイショウアサギリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 ４２８＋ ８１：１４．８クビ １３７．２�
７１２ カネトシライジング 牡３鹿 ５６ 田中 克典兼松 昌男氏 清水 久詞 日高 浦新 徳司 ４３８ ― 〃 クビ ３８０．５�
７１３ 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 ５４６ ―１：１６．１８ ７８．８�
８１４ ウメノユニヴァース 牝３栗 ５４ 千葉 直人楳津 繁氏 高橋 祥泰 日高 広富牧場 ４１４ ―１：１９．０大差 ４５５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，７８６，３００円 複勝： １６，１９０，３００円 枠連： ７，１６５，３００円

馬連： ２２，３６５，５００円 馬単： １７，４４９，８００円 ワイド： １１，１８８，１００円

３連複： ３４，２４６，７００円 ３連単： ５２，４６８，２００円 計： １６９，８６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，８７０円 複 勝 � １，５４０円 � １５０円 � ５１０円 枠 連（１－２） ２，６４０円

馬 連 �� １０，０４０円 馬 単 �� ３５，４８０円

ワ イ ド �� ３，１００円 �� １０，２４０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ３６，９６０円 ３ 連 単 ��� ３０４，９００円

票 数

単勝票数 計 ８７８６３ 的中 � ８８０（９番人気）
複勝票数 計 １６１９０３ 的中 � ２０３０（９番人気）� ４２９４８（１番人気）� ６９４９（８番人気）
枠連票数 計 ７１６５３ 的中 （１－２） ２００４（９番人気）
馬連票数 計 ２２３６５５ 的中 �� １６４４（２７番人気）
馬単票数 計 １７４４９８ 的中 �� ３６３（６７番人気）
ワイド票数 計 １１１８８１ 的中 �� ８８２（２７番人気）�� ２６２（５３番人気）�� ２５３６（１７番人気）
３連複票数 計 ３４２４６７ 的中 ��� ６８４（７５番人気）
３連単票数 計 ５２４６８２ 的中 ��� １２７（５１１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．３―１２．７―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．１―４６．８―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．６
３ ３（１，７，１５）１１－９，８，４，５，１０（１２，２）１４，１３，６ ４ ・（３，７）（１，１５）１１－（８，９）－４，１０，５（１２，２）－（６，１４，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パライバトルマリン �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１０．９．１９ 中山６着

２００８．５．１１生 牡３栗 母 レディジュエル 母母 レイディアック ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウメノユニヴァース号は，平成２３年６月８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 セクシイスイート号・ダイヤモンドアロー号

１３０６２ ５月８日 曇 稍重 （２３新潟１）第６日 第２競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

５１０ スイートシャルマン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６２－１０１：２３．７ ４．７�

３６ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４８± ０１：２４．０１� ５．８�
５９ フ ク シ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４６８＋２２１：２４．１� １２．０�
８１５ エカルラート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：２４．２� ２．９�
３５ レスタンノール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム ４５８ ―１：２４．３クビ ４．９�
８１６ ジ ュ ク セ イ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４７８－１４１：２４．６１� １６６．３�
７１３ デュラビリティ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�広富牧場 藤原 辰雄 新冠 つつみ牧場 ３８８－１２１：２４．７� １５８．５	
６１２ リ ッ ク ラ ヴ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気山邉 浩氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 ４９４ ―１：２４．８� ６４．３

４８ クリノミッキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 三輪牧場 ４６４－ ２１：２４．９� ２３．３�
１１ アランドザワールド 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �グリーンファーム 藤岡 健一 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４１４ ―１：２５．１１� １０．３�
２４ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４００＋ ２１：２５．４２ ２５．６�
２３ レディオブトゥデイ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４１６＋１０１：２５．５� ２１７．８�
１２ ダンツシスター 牝３栗 ５４ 幸 英明山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４２０＋ ４１：２５．７１� １０１．３�
４７ ラ ベ ン ダ ー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 秋山 雅一 浦河 ミルファーム ４４０＋ ４１：２５．９１� １４４．０�
６１１ アクトクール 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 昭和牧場 ３８０－ ２１：２６．０� ４７５．４�

７１４ カワカミシスター 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５２ ―１：２６．６３� １１９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，５６６，３００円 複勝： １２，３４７，３００円 枠連： ７，００８，９００円

馬連： １７，５５８，０００円 馬単： １４，０１８，０００円 ワイド： ９，１５６，０００円

３連複： ２５，９２４，３００円 ３連単： ３８，４２９，３００円 計： １３３，００８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ４１０円 枠 連（３－５） ５５０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，０１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ６，２８０円 ３ 連 単 ��� ３３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ８５６６３ 的中 � １４５２６（２番人気）
複勝票数 計 １２３４７３ 的中 � ２１９０５（２番人気）� １２８５２（４番人気）� ６６５３（６番人気）
枠連票数 計 ７００８９ 的中 （３－５） ９４４３（３番人気）
馬連票数 計 １７５５８０ 的中 �� ７８７８（５番人気）
馬単票数 計 １４０１８０ 的中 �� ２９０１（１１番人気）
ワイド票数 計 ９１５６０ 的中 �� ３４３２（４番人気）�� ２２２５（１０番人気）�� １８９７（１５番人気）
３連複票数 計 ２５９２４３ 的中 ��� ３０４７（２０番人気）
３連単票数 計 ３８４２９３ 的中 ��� ８４８（９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．７―５８．６―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
３ １０，９，１５（７，１３，１６）－（２，１２，１１）（１，４，８，６）３－５＝１４ ４ １０，９（１３，１５）（７，１６）（１２，１１，６）２（４，８）（１，３）－５＝１４

勝馬の
紹 介

スイートシャルマン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１０．３１ 東京５着

２００８．５．１３生 牝３鹿 母 ラ モ レ イ エ 母母 Karmifira ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 バレンシア号
（非抽選馬） １頭 ディアウィキッド号

第１回　新潟競馬　第６日



１３０６３ ５月８日 曇 稍重 （２３新潟１）第６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

３３ トシザツンツン 牡３芦 ５６ 田辺 裕信上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４９０＋ ４１：５７．４ １．７�

６８ サツマノホシ 牡３栗 ５６ 中舘 英二古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４７４＋１０１：５７．９３ ６．９�
７１１ リベラルアーツ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ４１：５８．３２� ３．７�
５７ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６４＋ ２１：５８．６１� ３５．７�
７１０ セントヴァリー 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５０＋ ２１：５８．７� １８．６�
６９ ダーバンシチー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８０± ０１：５９．０２ ２８．３	
４４ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３２－ ４２：００．１７ ２４３．１

２２ テイクザフラッグ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４８０－ ４２：００．３１ １３６．７�
８１２ アルテリーベ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４２８＋ ６２：００．４� ３７５．１�
５６ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４９４＋ ４２：００．９３ １９．７
８１３ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 B４５８＋ ２２：０１．１１ ７９．２�
１１ � メダグリアスズカ 牡３黒鹿５６ 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４７０ ―２：０１．４１� ２１．６�
４５ � ヴィデスープラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春前田 幸治氏 中竹 和也 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５３４ ―２：０３．１大差 １００．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，５６６，６００円 複勝： ２６，２３５，８００円 枠連： ８，００２，６００円

馬連： ２３，０１１，２００円 馬単： ２０，９３３，２００円 ワイド： １０，８２６，４００円

３連複： ３１，５９１，２００円 ３連単： ５７，２８２，２００円 計： １８９，４４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－６） ４３０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１５６６６ 的中 � ５４５０９（１番人気）
複勝票数 計 ２６２３５８ 的中 � １３６６８１（１番人気）� ２１７０３（３番人気）� ５４０３５（２番人気）
枠連票数 計 ８００２６ 的中 （３－６） １３８１７（２番人気）
馬連票数 計 ２３０１１２ 的中 �� ３０１０３（２番人気）
馬単票数 計 ２０９３３２ 的中 �� １７１６８（３番人気）
ワイド票数 計 １０８２６４ 的中 �� １１５８２（２番人気）�� ２４６３４（１番人気）�� ５７７７（３番人気）
３連複票数 計 ３１５９１２ 的中 ��� ４４０９１（１番人気）
３連単票数 計 ５７２８２２ 的中 ��� １９５１２（２番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１３．６―１３．６―１２．３―１２．３―１２．８―１３．０―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．５―３９．１―５２．７―１：０５．０―１：１７．３―１：３０．１―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F４０．１
１
３
３，８，７（４，９，１３）（２，６，１２）１１，１０＝５，１・（３，８，７）－（４，９，６）（１１，１３）－（２，１０）１２－１－５

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

勝馬の
紹 介

トシザツンツン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１．９ 京都４着

２００８．６．４生 牡３芦 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ ６戦１勝 賞金 １１，３３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィデスープラ号は，平成２３年６月８日まで平地競走に出走できない。
※セントヴァリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１３０６４ ５月８日 曇 良 （２３新潟１）第６日 第４競走 ��１，２００�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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２３ タイキガラハッド 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０６＋ ２１：１０．８ ２．４�

７１４ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３４＋１４１：１１．０１ ２７４．３�

５１０ エムエフコンコルド 牝３青鹿５４ 田辺 裕信古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４４０－ ４ 〃 ハナ ６．９�
６１１ フェアギャンブラー 牡３栗 ５６ 北村 友一�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 B４３０＋ ６ 〃 クビ ３９．４�
３５ 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 ４６８＋１２１：１１．１� ３１６．９�
５９ ヒカリゴールド 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大�ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ５．２	
４７ チアフルアイズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�アカデミー 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム ４０４－１２１：１１．２クビ ８．３

４８ ケイエスアーチャン 牝３青 ５４ 太宰 啓介キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４８４＋ ６ 〃 クビ ８．５�
７１３ インプレッシヴ 牝３青鹿５４ 中舘 英二長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ８１：１１．３� ５．５�
３６ オートマチック 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ３７４－１２ 〃 アタマ ２５８．９
１１ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６６± ０１：１１．４クビ １６３．８�
２４ フォルスユキ 牝３黒鹿５４ 江田 照男野嶋 吉朗氏 杉浦 宏昭 新ひだか 服部 牧場 ４０４－ ２１：１１．６１ １７６．４�
１２ スズカミニオン 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ３８４－ ２ 〃 ハナ ９５．６�
６１２ シルバーエデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２６＋ ２１：１１．７� ４１５．８�
８１５ タイキフローリス 牝３栗 ５４ 武士沢友治�大樹ファーム 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４０２＋ ６１：１１．９１� ３５０．７�
８１６ シャビイシック 牡３栃栗５６ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２４－１２１：１２．２２ ４６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６５９，４００円 複勝： １６，８２２，０００円 枠連： ８，７０４，８００円

馬連： ２３，５１０，８００円 馬単： １８，７２５，２００円 ワイド： １１，３３１，８００円

３連複： ３１，３４０，０００円 ３連単： ５４，２２８，４００円 計： １７６，３２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３，３４０円 � ２００円 枠 連（２－７） ８３０円

馬 連 �� １７，０７０円 馬 単 �� １８，２１０円

ワ イ ド �� ５，３１０円 �� ３８０円 �� １０，０００円

３ 連 複 ��� ３３，１４０円 ３ 連 単 ��� １５９，４５０円

票 数

単勝票数 計 １１６５９４ 的中 � ３８８２５（１番人気）
複勝票数 計 １６８２２０ 的中 � ４２６４９（１番人気）� ８５９（１２番人気）� ２２３４７（３番人気）
枠連票数 計 ８７０４８ 的中 （２－７） ７７７８（４番人気）
馬連票数 計 ２３５１０８ 的中 �� １０１７（２６番人気）
馬単票数 計 １８７２５２ 的中 �� ７５９（３６番人気）
ワイド票数 計 １１３３１８ 的中 �� ４８９（３２番人気）�� ８５１４（４番人気）�� ２５８（４９番人気）
３連複票数 計 ３１３４００ 的中 ��� ６９８（６４番人気）
３連単票数 計 ５４２２８４ 的中 ��� ２５１（２９１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．２―１１．８―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．４―４５．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．４
３ ・（３，１１）（８，９，１３）－（７，１０）－１４，４，１２，６，２，５，１，１５，１６ ４ ・（３，１１）（８，９，１３）１０，７，１４－（４，１２，６）－（２，５）－（１，１５）１６

勝馬の
紹 介

タイキガラハッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 General Assembly デビュー ２０１０．１１．２０ 京都７着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 カガミアスカ 母母 クリスタルレイル ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アランルース号・アースエンブレム号・アースワンラシアン号



１３０６５ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６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

７１３ ケイアイアレス 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７４－ ２１：４９．４ ６．２�

２３ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ２１：４９．７１� ６．４�
４８ ヒットナンバー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７４－ ４ 〃 クビ １０．６�
１２ サクライーグル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６４＋ ６１：４９．８� ３．５�
３５ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４１８＋１０１：４９．９� ３１．６�
３６ アースソング 牝３鹿 ５４ 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４－ ８１：５０．０� １１．７�
２４ クーガーストリート 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三 	社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４９２－ ６ 〃 アタマ ７２．６

５１０ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 中舘 英二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４３４－ ６ 〃 アタマ ４．９�
４７ マイネルハミルトン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 パカパカ
ファーム B４５８－ ８１：５０．３１� ２８．０�

８１５ ナリタグローリー 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦�オースミ 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８２＋２０１：５０．６２ ８３．５

１１ コスモテンチョウ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 高岸 順一 ４５４ ―１：５０．８１� １９７．１�
８１６ タンブリアン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 	キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４－１０１：５１．０１ ９．６�
５９ プリンセスモトヒメ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４２８＋ ６ 〃 クビ １４０．２�
７１４ ミッキーピース 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介野田みづき氏 清水 出美 様似 猿倉牧場 ４８４－ ８１：５１．２１� ２６．１�
６１１ イ ズ ミ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹滝澤 洋一氏 杉浦 宏昭 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ２ 〃 クビ １０４．１�
６１２ サンマルデピュティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平相馬 勇氏 池添 兼雄 日高 田端牧場 ４７６－１０１：５１．７３ ６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６５１，１００円 複勝： １７，０２８，１００円 枠連： ７，９０２，９００円

馬連： ２４，６７１，３００円 馬単： １８，８４９，１００円 ワイド： １１，８１６，６００円

３連複： ３４，０７３，０００円 ３連単： ４９，４３７，９００円 計： １７５，４３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � ３９０円 枠 連（２－７） １，６００円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，０３０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ８，２６０円 ３ 連 単 ��� ４５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １１６５１１ 的中 � １４８６５（３番人気）
複勝票数 計 １７０２８１ 的中 � ２２２９７（４番人気）� ２３１１６（３番人気）� １０１３９（７番人気）
枠連票数 計 ７９０２９ 的中 （２－７） ３６５５（７番人気）
馬連票数 計 ２４６７１３ 的中 �� ７５９４（８番人気）
馬単票数 計 １８８４９１ 的中 �� ２８０２（１７番人気）
ワイド票数 計 １１８１６６ 的中 �� ４５７６（５番人気）�� ２７９８（９番人気）�� ２６２８（１１番人気）
３連複票数 計 ３４０７３０ 的中 ��� ３０４７（２４番人気）
３連単票数 計 ４９４３７９ 的中 ��� ８０１（１２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１２．３―１２．６―１２．６―１２．１―１０．９―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイアレス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１０．８．１ 新潟１４着

２００８．２．１６生 牡３栗 母 ライムライト 母母 ペシェミョン ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 タンブリアン号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番への進路影

響）

１３０６６ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第６競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０分 （芝・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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

４７ 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 ４５８＋ ２１：０９．８ ３．８�

３６ アンフィルージュ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７６－ ６１：０９．９� ２．４�

７１３ フィールマイハート 牝４鹿 ５５
５３ △川須 栄彦�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４８４＋ ６１：１０．０� ３６．８�

６１２ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ２７．１�
７１４ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３０＋ ２１：１０．１クビ １９．１�
２４ ヴィクトリアローズ 牝４栗 ５５ 丸山 元気古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４４２＋ ４ 〃 クビ ９．１	
６１１ レッドハイヒール 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４９４＋１２１：１０．２クビ ５．４

５１０ ロスヴィータ 牝４栃栗 ５５

５２ ▲西村 太一岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４８－ ６１：１０．８３� ４１５．２�
４８ オーナーズアイ 牝４黒鹿５５ 飯田 祐史本間 義和氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４２２－ ４１：１１．０１� １８０．１�
５９ コイクレナイ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６８＋ ８１：１１．１� ５２．３
８１５� モエレポールスター 牝４青鹿５５ 村田 一誠三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新ひだか 中村 和夫 ４５６－ ８ 〃 アタマ ２７９．５�
８１６ ラヴアンドサンクス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４３８± ０ 〃 ハナ ３２．９�
１２ � オンフルール 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ６１：１１．２� ７０．１�
３５ � ソングスパロウ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 天間 昭一 浦河 ミルファーム ４３６－ ２１：１１．３� ５６８．３�
１１ � レナプリンセス 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ４９４－１０１：１１．４クビ １５４．９�
２３ ソルプリマベラ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２４＋ ４１：１１．５� １２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９０８，５００円 複勝： １８，７８３，２００円 枠連： ８，５６７，７００円

馬連： ２３，３１４，７００円 馬単： １９，６５３，６００円 ワイド： １３，１９３，８００円

３連複： ３４，７４６，２００円 ３連単： ５４，８９０，５００円 計： １８６，０５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ４２０円 枠 連（３－４） ３６０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １，７４０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ３，９２０円 ３ 連 単 ��� １８，７１０円

票 数

単勝票数 計 １２９０８５ 的中 � ２７０２１（２番人気）
複勝票数 計 １８７８３２ 的中 � ３８２９２（２番人気）� ５４７６１（１番人気）� ７３１７（８番人気）
枠連票数 計 ８５６７７ 的中 （３－４） １７６０４（１番人気）
馬連票数 計 ２３３１４７ 的中 �� ４０４８７（１番人気）
馬単票数 計 １９６５３６ 的中 �� １２９８４（２番人気）
ワイド票数 計 １３１９３８ 的中 �� １８８２２（１番人気）�� １６１６（２０番人気）�� ２３９３（１５番人気）
３連複票数 計 ３４７４６２ 的中 ��� ６５５２（８番人気）
３連単票数 計 ５４８９０５ 的中 ��� ２１６６（４４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．２―１１．７―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．５―４５．２―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノスバル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シャーディー デビュー ２００８．１２．１３ 阪神２着

２００６．４．１４生 牝５芦 母 タニノマウナケア 母母 タニノターゲット ２２戦３勝 賞金 ５４，７７３，０００円
〔制裁〕 オンフルール号の騎手佐藤哲三は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）



１３０６７ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００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

８１４ リアルアヴェニュー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ８１：５４．２ ４．４�

８１５ シルクエンデバー 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ４１：５５．３７ １０．５�
６１１ シルクペガサス 牡６栗 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５８－ ８１：５５．４� １２５．１�
３４ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８４－ ２１：５５．６１� ２．７�
３５ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ２１：５５．７� １０．１�
５８ ベストルート 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４５８－１２１：５５．９１� １１．４	
７１２ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４５４－１８１：５６．０クビ １０．８

５９ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７６＋ ４１：５６．４２� １７．０�
４７ クオリティタイム �５鹿 ５７ 武 幸四郎名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ １８．５�
１１ ルナーレガシー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８－ ２１：５６．５クビ １３４．２
２２ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ 古川 吉洋�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４８０－１０１：５６．８１� １３１．３�
６１０ メイショウリバー 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ２１：５７．７５ ６０．７�
７１３ ロードパンサー 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４８８＋１４１：５８．４４ ８．２�
４６ コスモオーカン 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 日高 マル良牧場 ５２８± ０２：００．５大差 ５０５．６�
２３ ウインアトラス 牡６栗 ５７ 田中 勝春�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４６６＋１２２：０１．１３� ７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，１２５，２００円 複勝： １８，００４，２００円 枠連： ９，６０２，９００円

馬連： ２５，００８，７００円 馬単： １９，５４６，９００円 ワイド： １２，６２８，４００円

３連複： ３６，１７２，１００円 ３連単： ５６，１６９，４００円 計： １８９，２５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２２０円 � ４２０円 � １，９９０円 枠 連（８－８） ２，３３０円

馬 連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ５，４７０円 �� ６，２００円

３ 連 複 ��� ６０，６８０円 ３ 連 単 ��� ２５９，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２１２５２ 的中 � ２２０５７（２番人気）
複勝票数 計 １８００４２ 的中 � ２７１５３（２番人気）� １１０４８（８番人気）� １９６１（１４番人気）
枠連票数 計 ９６０２９ 的中 （８－８） ３０４３（９番人気）
馬連票数 計 ２５００８７ 的中 �� ６４０１（１１番人気）
馬単票数 計 １９５４６９ 的中 �� ３１９２（１８番人気）
ワイド票数 計 １２６２８４ 的中 �� ３００４（１２番人気）�� ５５８（４７番人気）�� ４９１（４８番人気）
３連複票数 計 ３６１７２１ 的中 ��� ４４０（１３６番人気）
３連単票数 計 ５６１６９４ 的中 ��� １６０（６８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．６―５１．０―１：０３．５―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルアヴェニュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００９．９．２０ 中山３着

２００７．４．２７生 牡４鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ５戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモオーカン号・ウインアトラス号は，平成２３年６月８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 ヴァルナ号
（非抽選馬） １頭 サクラシザーズ号

１３０６８ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１２ ゴールドケー 牝５青鹿５５ 田辺 裕信馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５６± ０２：０１．２ ５．３�

５７ 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 ４２６－ ８２：０１．５１� １１．１�

７１１ ビーチパーティー 牝４芦 ５５
５３ △川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ４７．１�

６１０ フェリシダージ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ４ 〃 クビ ８．６�
１１ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５８－ ２２：０１．６� １６４．０�
８１４� アムールエテルネル 牝４栗 ５５ 古川 吉洋岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４１４－１８２：０１．７� １１１．０�
８１３ マイネヴィント 牝４栗 ５５ 北村 友一 �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 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ８５．０	
６９ クリスマスキャロル 牝４栗 ５５ 丸山 元気 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２６＋ ６２：０１．８クビ ５．０�
５８ ポーラシークエンス 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 
キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B４７８－ ４２：０１．９� ３０．５�
４５ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５４＋１８２：０２．１１� １４．０
３４ � メイビーズエイム 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 下屋敷牧場 ４７２＋１８２：０２．２クビ ３９．０�

３３ ローテレジーナ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真山科 統氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 B４２６＋ ４ 〃 クビ ４８．５�
４６ バトルキクヒメ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 B４５０－ ２２：０２．３クビ １４．６�
２２ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５８－ ２ 〃 クビ ２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２３２，１００円 複勝： １９，８６１，８００円 枠連： ８，８４４，３００円

馬連： ２６，６１０，６００円 馬単： １９，３５８，６００円 ワイド： １２，３３５，９００円

３連複： ３６，５００，２００円 ３連単： ６２，２１９，５００円 計： １９７，９６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � ８２０円 枠 連（５－７） ２，８５０円

馬 連 �� ４，５００円 馬 単 �� ７，２６０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ２，８７０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ３９，６８０円 ３ 連 単 ��� １７１，９８０円

票 数

単勝票数 計 １２２３２１ 的中 � １８２８５（３番人気）
複勝票数 計 １９８６１８ 的中 � ２９２８７（３番人気）� １００３８（７番人気）� ５５３２（９番人気）
枠連票数 計 ８８４４３ 的中 （５－７） ２２９６（１１番人気）
馬連票数 計 ２６６１０６ 的中 �� ４３６７（１７番人気）
馬単票数 計 １９３５８６ 的中 �� １９７０（２７番人気）
ワイド票数 計 １２３３５９ 的中 �� ２１６６（１７番人気）�� １０５２（３２番人気）�� ５８６（４７番人気）
３連複票数 計 ３６５００２ 的中 ��� ６７９（１０６番人気）
３連単票数 計 ６２２１９５ 的中 ��� ２６７（４７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．７―１２．４―１３．１―１２．６―１２．４―１１．８―１０．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．７―１：００．８―１：１３．４―１：２５．８―１：３７．６―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドケー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００８．１０．１２ 東京１１着

２００６．２．２生 牝５青鹿 母 サテライトケー 母母 サテライトセイコー ２０戦２勝 賞金 ２１，２３３，０００円
〔制裁〕 クリスマスキャロル号の調教師石坂正は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金２０，０００円。



１３０６９ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５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

３４ ガリレオシチー 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１２－ ２１：１１．８ ５．０�

２２ � タニマサホーク 牡４鹿 ５７ 丸山 元気谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５１８＋ ２１：１２．２２� ３３．６�
４６ � ゴールドサムソン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５２６＋ ２１：１２．５２ ２７１．７�
３５ � イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 江田 照男浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B５０６＋ ８ 〃 ハナ １４．７�
６１１� オメガブルーベリー 牝４栗 ５５ 三浦 皇成原 �子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６４＋１０ 〃 ハナ ３．６�
４７ � テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：１２．６クビ ４４．１�
７１２�� イメージレイナ 牝４青鹿

５５
５３ △川須 栄彦岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４４４－ ８１：１２．７� １３６．０	
５８ ハナノシンノスケ 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ２１：１２．９１� １０．８

６１０� メ リ ト ゥ ム 	６芦 ５７ 田辺 裕信田上 雅春氏 和田正一郎 静内 岡田スタツド B４５８－ ３１：１３．０
 ４８．７�
８１５� リリーザサン 牡６栗 ５７ 村田 一誠栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ４ 〃 アタマ ３８．１�
１１ フ ォ ル メ ン 牡４栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０６± ０１：１３．３１
 １９．３
２３ � エイシンマロニエ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５２８＋３０１：１３．４クビ ６．５�
５９ ゴーゴーシュンスケ 牡４栗 ５７ 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５６± ０ 〃 ハナ ９４．３�
８１４� サンライズアイ 牡６栗 ５７

５４ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 浜本牧場 ４９６－ ２１：１３．７２ ３．７�
７１３� キタサンオリオン 	５鹿 ５７ 中舘 英二�大野商事 古賀 史生 平取 高橋 啓 ５００－ ６１：１４．４４ ４３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，４１０，９００円 複勝： ２３，６６５，４００円 枠連： １１，５９３，１００円

馬連： ３６，２６７，２００円 馬単： ２５，６０３，４００円 ワイド： １６，７４５，０００円

３連複： ４８，９２６，４００円 ３連単： ８２，５８３，７００円 計： ２５９，７９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � １，０４０円 � ４，６５０円 枠 連（２－３） １，０２０円

馬 連 �� ７，３３０円 馬 単 �� １０，１６０円

ワ イ ド �� ２，２５０円 �� ９，６９０円 �� ２０，０７０円

３ 連 複 ��� １４９，８３０円 ３ 連 単 ��� ７１７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４４１０９ 的中 � ２３０６１（３番人気）
複勝票数 計 ２３６６５４ 的中 � ４３８０９（２番人気）� ５１９０（１０番人気）� １０９１（１５番人気）
枠連票数 計 １１５９３１ 的中 （２－３） ８４２７（４番人気）
馬連票数 計 ３６２６７２ 的中 �� ３６５５（２４番人気）
馬単票数 計 ２５６０３４ 的中 �� １８６１（４０番人気）
ワイド票数 計 １６７４５０ 的中 �� １８６７（２３番人気）�� ４２２（７１番人気）�� ２０３（９０番人気）
３連複票数 計 ４８９２６４ 的中 ��� ２４１（２５９番人気）
３連単票数 計 ８２５８３７ 的中 ��� ８５（１２６０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．８―１２．２―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．０―４５．２―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．８
３ ・（３，１４）－１０，２，５－（４，１１）－７（６，１２，１３）－（９，８）（１，１５） ４ ・（３，１４）－１０－２，５（４，１１）－７－（６，１２）１３－９，８（１，１５）

勝馬の
紹 介

ガリレオシチー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sanglamore デビュー ２００８．９．１４ 中山９着

２００６．３．１５生 牡５黒鹿 母 グロースシュート 母母 Sand Grouse ３３戦２勝 賞金 ２６，７６０，０００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 クリスリリー号
（非抽選馬） ２頭 フィールドウイナー号・ワイズドリーム号

１３０７０ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第１０競走 ��１，８００�わ ら び 賞
発走１４時４０分 （ダート・左）

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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９８＋１０１：５４．９ ３．４�

５８ エーシンバリントン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８０± ０１：５５．３２� ４．７�
８１４ カレンジェニオ 牡３栗 ５６ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ２ 〃 クビ ５．５�
７１２ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６０－ ４１：５５．８３ １０６．０�
３４ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６６＋１０１：５５．９� １２３．１�
２３ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７２－ ２１：５６．０クビ ４５．５�
８１５ コスモイーチタイム 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １２．８

３５ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 藤岡 康太国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５０－ ４１：５６．２� ５８．６�
６１１ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５４＋１０ 〃 アタマ ６．６�
１１ スズカマジェスタ 牡３青鹿５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６６－ ４１：５６．３� ２７．５
７１３ ファイアアロー 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４４＋ ２１：５６．４クビ １１．５�
４６ ニ ー ロ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５４６＋ ８１：５７．０３� ４２．５�
６１０ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５６ 松山 弘平兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ ４２．２�
４７ � エルヘイロー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４５８－ ４１：５７．５３ ９．２�
５９ モ リ ト ラ ヴ 牡３黒鹿５６ 嶋田 純次石橋 忠之氏 水野 貴広 新冠 小松 隆弘 ４６４＋ ４２：００．２大差 ３３２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，０８３，９００円 複勝： ３２，４７９，４００円 枠連： １５，３２４，８００円

馬連： ４８，０７４，５００円 馬単： ３３，７５８，４００円 ワイド： ２２，１２４，１００円

３連複： ６６，４１５，６００円 ３連単： １１４，８９１，２００円 計： ３５１，１５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（２－５） １，０３０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ４１０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� １２，３３０円

票 数

単勝票数 計 １８０８３９ 的中 � ４２５３０（１番人気）
複勝票数 計 ３２４７９４ 的中 � ６９８８９（１番人気）� ３７９２５（４番人気）� ４９２８７（２番人気）
枠連票数 計 １５３２４８ 的中 （２－５） １１０４７（４番人気）
馬連票数 計 ４８０７４５ 的中 �� ３０３６０（３番人気）
馬単票数 計 ３３７５８４ 的中 �� １０９２８（４番人気）
ワイド票数 計 ２２１２４１ 的中 �� １２２７８（２番人気）�� １３９５３（１番人気）�� ８１０２（６番人気）
３連複票数 計 ６６４１５６ 的中 ��� ２１８８２（２番人気）
３連単票数 計１１４８９１２ 的中 ��� ６８８２（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．８―１３．２―１３．０―１３．１―１２．９―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．０―５０．２―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．２―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．６
１
３

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

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

タマモブラウン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１０着

２００８．３．１６生 牡３鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー ９戦２勝 賞金 ２１，６４１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モリトラヴ号は，平成２３年６月８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アントウェルペン号・シンケンショウブ号・トップストライド号



１３０７１ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第１１競走
被災地支援競走

��２，０００�第３３回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時２０分 （芝・左・外）

４歳以上，２２．５．８以降２３．５．１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

新潟県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

３５ セイクリッドバレー 牡５栗 ５６ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２１：５８．４ ４．６�

８１６ マッハヴェロシティ 牡５青 ５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２４－ ２ 〃 クビ ３４．９�
７１３ サンライズベガ 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８－１０１：５８．６１� ８．７�
８１５ ヤングアットハート 牡４栗 ５５ 佐藤 哲三 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：５８．７クビ ２０．７�
１１ シャドウゲイト 牡９黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：５８．９１� １６．２�
５９ � タッチミーノット 牡５黒鹿５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５００＋１０ 〃 ハナ ３．０�
６１２ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５４ 藤岡 康太土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４９８＋ ４１：５９．５３� ３７．９	
４８ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５５ 津村 明秀�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：５９．６� ２３．８

４７ ダンスインザモア 牡９黒鹿５５ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５２６＋１０ 〃 ハナ ７３．６�
２３ イケドラゴン 牡６栗 ５２ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２８＋ ６１：５９．９２ ４４．４�
２４ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 上村 洋行�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２＋ ４２：００．０� ４２．５
５１０ アロマカフェ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７６－ ４２：００．１� ７．８�
３６ アドマイヤメジャー 牡５青鹿５７ 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４２：００．５２� １２．８�
１２ マイネルゴルト 牡４黒鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４６４＋ ２２：０１．９９ １０．２�
７１４ アルコセニョーラ 牝７黒鹿５２ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０＋ ４ （競走中止） ５８．４�

（１５頭）
６１１ マンハッタンスカイ 牡７黒鹿５６ 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６６，４９７，７００円 複勝： ９８，７４０，５００円 枠連： ５９，１１９，０００円

馬連： ３０８，１４３，３００円 馬単： １４８，７４７，９００円 ワイド： ９１，２８５，２００円

３連複： ３９７，９４８，１００円 ３連単： ６８３，９８７，４００円 計： １，８５４，４６９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ７７０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ２，０４０円

馬 連 �� ６，４８０円 馬 単 �� １０，９９０円

ワ イ ド �� １，８００円 �� ５２０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� １３，２５０円 ３ 連 単 ��� ８０，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 ６６４９７７（返還計 ２１９） 的中 � １１５７１２（２番人気）
複勝票数 差引計 ９８７４０５（返還計 ２００） 的中 � ２００３０９（２番人気）� ２５８９８（１１番人気）� １０２５７４（３番人気）
枠連票数 差引計 ５９１１９０（返還計 ３３） 的中 （３－８） ２１４８９（９番人気）
馬連票数 差引計３０８１４３３（返還計 １１５５） 的中 �� ３５１３２（２６番人気）
馬単票数 差引計１４８７４７９（返還計 ６４８） 的中 �� ９９９０（４１番人気）
ワイド票数 差引計 ９１２８５２（返還計 ５２１） 的中 �� １２１２１（２０番人気）�� ４７３２０（２番人気）�� ６５６３（４０番人気）
３連複票数 差引計３９７９４８１（返還計 ２８３６） 的中 ��� ２２１６７（４３番人気）
３連単票数 差引計６８３９８７４（返還計 ３９９３） 的中 ��� ６２７２（２３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１１．６―１２．１―１２．１―１１．９―１１．７―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．２―５９．３―１：１１．４―１：２３．３―１：３５．０―１：４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドバレー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．８．１０ 新潟４着

２００６．４．２９生 牡５栗 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン ２６戦４勝 賞金 １８０，１８０，０００円
〔出走取消〕 マンハッタンスカイ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アルコセニョーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 アルコセニョーラ号は，平成２３年６月８日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 オペラブラーボ号・シゲルタック号・シャイニータイガー号・スノークラッシャー号・ダイワマックワン号・

チョウカイファイト号・ネコパンチ号・ロードキャニオン号・ワールドハンター号

１３０７２ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第１２競走 ��１，０００�
ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走１６時００分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

５９ グリューネワルト 牝４青鹿５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ ５７．２ １０．２�

２３ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４７０－ ４ ５７．３� ２９．０�
３６ スイートライラ 牝５栗 ５５ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６０－ ６ ５７．５１� ３．０�
７１３ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４５６＋１０ 〃 クビ ８．１�
７１４ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 赤木高太郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０ ５７．６� ３．６�
６１２� エベレストオー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４８４－１７ ５７．７� ２２．２�
１２ フェリスホイール 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４８２＋ ８ ５７．８� ７３．０	
８１５ テイエムデスカイ 牡６鹿 ５７ 松山 弘平竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４５８－ ２ ５７．９クビ ４１．８

５１０� トシザレイクブルー 牝５栗 ５５ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 B４４０－ ４ ５８．１１ １４．１�
２４ ラブチャーミー 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４４４＋１２ 〃 ハナ １６．２�
４７ � スプリングベリー 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ５０２＋１２ 〃 ハナ ２１１．０
３５ マッハロッド 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０ ５８．２� ２２．６�
４８ ハギノハーセルフ 牝６栗 ５５ 幸 英明日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７４－ ６ 〃 クビ ４６．５�
８１６� メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ４ ５８．３クビ ３７．３�
６１１ シゲカツワンダフル 牡４芦 ５７ 黛 弘人�駒秀 小島 貞博 新冠 ヒノデファーム ４８４－ ２ ５８．６２ ２６１．１�
１１ キルシュバウム 牝４栗 ５５ 三浦 皇成ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４５２＋ ６ ５８．８１� １２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１１９，７００円 複勝： ３１，３２８，１００円 枠連： ２４，１９５，４００円

馬連： ７１，９５５，５００円 馬単： ４８，２６３，７００円 ワイド： ２９，０８２，９００円

３連複： １００，４９２，０００円 ３連単： １８９，４７２，６００円 計： ５１８，９０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３３０円 � ６１０円 � １５０円 枠 連（２－５） ２，９３０円

馬 連 �� １６，８８０円 馬 単 �� ３１，７２０円

ワ イ ド �� ４，１１０円 �� ７７０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� １５，３９０円 ３ 連 単 ��� １４５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２４１１９７ 的中 � １８６５３（４番人気）
複勝票数 計 ３１３２８１ 的中 � ２１５２８（４番人気）� １０４０８（９番人気）� ７９５０５（１番人気）
枠連票数 計 ２４１９５４ 的中 （２－５） ６０９５（１２番人気）
馬連票数 計 ７１９５５５ 的中 �� ３１４６（４５番人気）
馬単票数 計 ４８２６３７ 的中 �� １１２３（８３番人気）
ワイド票数 計 ２９０８２９ 的中 �� １６７５（４４番人気）�� ９７７５（４番人気）�� ５１５１（１２番人気）
３連複票数 計１００４９２０ 的中 ��� ４８２１（４１番人気）
３連単票数 計１８９４７２６ 的中 ��� ９６１（４３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１０．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．２―４４．９

上り４F４５．０－３F３４．４
勝馬の
紹 介

グリューネワルト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．９．１３ 阪神４着

２００７．６．１生 牝４青鹿 母 シェーンクライト 母母 カ ロ ギ ャ ル １４戦２勝 賞金 ２４，７７０，０００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。
（非当選馬） ２頭 フレデフォート号・レオーネバンダム号

３レース目



（２３新潟１）第６日 ５月８日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１４，３２０，０００円
４，７６０，０００円
２，０６０，０００円
２０，２９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，６８１，５００円
４，９８７，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
２１２，６０７，７００円
３３１，４８６，１００円
１７６，０３１，７００円
６５０，４９１，３００円
４０４，９０７，８００円
２５１，７１４，２００円
８７８，３７５，８００円

１，４９６，０６０，３００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 ４，４０１，６７４，９００円

総入場人員 １５，９６８名 （有料入場人員 １４，２４２名）


