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３１１２１１１月１９日 曇 稍重 （２３新潟５）第１１日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２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

１：５５．０
１：５２．０

良

不良

４６ プーラヴィーダ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 ４６０＋ ４１：５５．１ ７．６�

５８ クリスマスマーベル 牡２青鹿５５ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６６± ０１：５５．３１� ４６．６�
２３ メイスンキャプテン 牡２栗 ５５ 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４８０＋ ８１：５５．７２� ７３．５�
１１ サウスパシフィック 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ５１４＋ ８１：５６．１２� ８．２�
８１５ ショウナンハヤブサ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５１４－ ４１：５６．７３� ６．２�
６１１ メイショウイチフジ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ２１：５６．８クビ ４．８�
６１０ ローリングストーン 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４８６± ０１：５６．９� ２２．７	
７１２ ディアスピリトゥス 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 ４４８－ ６１：５７．１１ １９５．０

７１３ エイユーミラクル 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４７６＋ ６１：５７．４２ ８３．０�
２２ ブレイズアトレイル 牡２芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４７２－１２１：５７．６１ ２．９
４７ トリストラム 牡２芦 ５５ 丸田 恭介熊坂 俊一氏 伊藤 大士 日高 メイプルファーム ４６４－ ８１：５７．８１� １９５．０

３５ ディーエスメジャー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 ５１２＋ ８１：５８．０１ ９９．４�
５９ コスモスイング 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ ８．９�
８１４ マイネルソウル 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ １７．０�
３４ トーセンプラチナ 牡２鹿 ５５

５２ ▲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 B４６０± ０１：５８．３１� ２４６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，２８６，８００円 複勝： １４，９００，２００円 枠連： ５，８３０，３００円

馬連： １７，９０７，６００円 馬単： １３，１７４，７００円 ワイド： １０，１９５，６００円

３連複： ２７，９７０，７００円 ３連単： ４１，６４６，９００円 計： １３９，９１２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２７０円 � ７９０円 � １，９４０円 枠 連（４－５） １，８３０円

馬 連 �� １５，９５０円 馬 単 �� ２２，７８０円

ワ イ ド �� ３，８３０円 �� ７，５７０円 �� １９，１６０円

３ 連 複 ��� ２４２，８６０円 ３ 連 単 ��� １，１３８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ８２８６８ 的中 � ８６４６（４番人気）
複勝票数 計 １４９００２ 的中 � １７６９７（４番人気）� ４６７７（９番人気）� １７８１（１１番人気）
枠連票数 計 ５８３０３ 的中 （４－５） ２３６３（１１番人気）
馬連票数 計 １７９０７６ 的中 �� ８２９（３４番人気）
馬単票数 計 １３１７４７ 的中 �� ４２７（５９番人気）
ワイド票数 計 １０１９５６ 的中 �� ６６１（３５番人気）�� ３３１（４７番人気）�� １３０（７０番人気）
３連複票数 計 ２７９７０７ 的中 ��� ８５（２１９番人気）
３連単票数 計 ４１６４６９ 的中 ��� ２７（１１４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．３―１３．７―１２．３―１２．６―１３．２―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．３―５１．０―１：０３．３―１：１５．９―１：２９．１―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プーラヴィーダ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．７．１７ 新潟１２着

２００９．３．１７生 牡２栗 母 カレンダーガール 母母 パ ル ツ ェ ６戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔その他〕 コスモスイング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモスイング号は，平成２３年１２月１９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ガッテンキャンパス号・シゲルスモモ号・ローズフラッシュ号

３１１２２１１月１９日 曇 稍重 （２３新潟５）第１１日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時１５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１３ アンジュヴォレ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４６＋１０１：１１．６ １８．１�

５９ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７８－ ４１：１１．７� ６４．１�
８１５ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 上村 洋行菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ ２．１�
３５ � デ ン フ ァ レ 牝４栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８６＋ ４１：１１．９１� ４．３�
６１１ イルドロール 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４９４± ０１：１２．０� ８．９�
６１０ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７８＋ ６１：１２．１クビ ４５．４	
４７ メロークーミス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム ４６４± ０１：１２．２� １５．１


２２ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介坂田 行夫氏 境 征勝 日高 いとう牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ３７．１�
４６ サンライトムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４５６＋１６１：１２．４１ １７８．６�
２３ サクラメアリ 牝３栃栗 ５４

５１ ▲西村 太一�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４５６－ ４１：１２．７１� ２２２．９
５８ イグナイトカフェ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １２．７�
８１４ トーセンスタッフ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４２± ０１：１２．８� ４９．６�
１１ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４９２－１０ 〃 アタマ ３１．６�
３４ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４０－ ２１：１３．２２� ２７．４�
７１２ サマーコード 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３８＋ ６１：１３．８３� １３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，４７３，６００円 複勝： １６，５８１，３００円 枠連： ５，６６７，９００円

馬連： １７，８６６，８００円 馬単： １２，８５９，４００円 ワイド： １０，８５３，１００円

３連複： ２６，７０８，５００円 ３連単： ３９，６１２，０００円 計： １３９，６２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ４２０円 � １，１５０円 � １６０円 枠 連（５－７） ２，１８０円

馬 連 �� ３２，３２０円 馬 単 �� ６０，８４０円

ワ イ ド �� ９，８６０円 �� ８７０円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� ３２，３２０円 ３ 連 単 ��� ３２８，４７０円

票 数

単勝票数 計 ９４７３６ 的中 � ４１２５（７番人気）
複勝票数 計 １６５８１３ 的中 � ９０１９（７番人気）� ２８８９（１２番人気）� ３９２９５（１番人気）
枠連票数 計 ５６６７９ 的中 （５－７） １９２０（９番人気）
馬連票数 計 １７８６６８ 的中 �� ４０８（６４番人気）
馬単票数 計 １２８５９４ 的中 �� １５６（１２９番人気）
ワイド票数 計 １０８５３１ 的中 �� ２６２（６８番人気）�� ３２３２（８番人気）�� ８６８（３２番人気）
３連複票数 計 ２６７０８５ 的中 ��� ６１０（１００番人気）
３連単票数 計 ３９６１２０ 的中 ��� ８９（７８２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．２―１２．２―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．０―４６．２―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュヴォレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１０．９．１９ 中山５着

２００８．５．２２生 牝３栗 母 エアヘイリー 母母 マザーエルフ １２戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリンゲルベルガー号

第５回　新潟競馬　第１１日



３１１２３１１月１９日 曇 稍重 （２３新潟５）第１１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

５８ ブリリアントシチー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５２６＋１４１：５４．１ １２．８�

６１１� 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 ４８６＋１２ 〃 クビ ３．４�
２２ ケイジーウィンザー 牡３栗 ５５ 中舘 英二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ５．３�
８１５ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２６± ０１：５５．１６ １４．５�
３５ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４８４－ ８１：５５．２� １０．０�
６１０ シルクパルサー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ２１：５５．３� ４．０�
７１２� オメガキングコング 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹原 �子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ７．５	
４７ � スペースシャトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優嶋田 賢氏 境 征勝 静内 岡田牧場 B４８４＋ ８１：５６．２５ ２４８．９

５９ グレートヴァリュー 牡３黒鹿５５ 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４６２＋１４１：５６．４	 １８．２�
８１４ ロンズデーライト 牡３鹿 ５５ 川須 栄彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４８０＋ ２１：５６．７１	 １８．２�
４６ ソ ヴ リ ン 牡５芦 ５７ 柴山 雄一藤沢牧場 田島 俊明 静内 藤沢牧場 ５３４＋１２１：５６．８	 １８３．２�
１１ � ツルギアラートン 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太中野 利道氏 湯窪 幸雄 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ３６４．６�
７１３� クリノビッグスカイ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４４４± ０１：５７．１１	 ３００．１�
２３ クレセントシチー 牡３栗 ５５

５２ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４５４＋ ８ 〃 クビ ７８．３�

３４ オウケンウッド 牡３芦 ５５ 村田 一誠福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：５８．３７ １６２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，２５２，５００円 複勝： １８，８５２，９００円 枠連： ６，９７７，５００円

馬連： １９，４３８，１００円 馬単： １３，７９２，６００円 ワイド： １０，２９２，５００円

３連複： ２８，９７１，６００円 ３連単： ４５，９５６，６００円 計： １５３，５３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３７０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（５－６） ８４０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド �� ７９０円 �� １，２００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� ３３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９２５２５ 的中 � ５７３７（６番人気）
複勝票数 計 １８８５２９ 的中 � １０４５３（７番人気）� ３９００３（１番人気）� ２８２２５（４番人気）
枠連票数 計 ６９７７５ 的中 （５－６） ６１３７（５番人気）
馬連票数 計 １９４３８１ 的中 �� ７０２３（８番人気）
馬単票数 計 １３７９２６ 的中 �� ２０３８（２５番人気）
ワイド票数 計 １０２９２５ 的中 �� ３２３１（１０番人気）�� ２０４５（１８番人気）�� ４５４４（４番人気）
３連複票数 計 ２８９７１６ 的中 ��� ４７７１（１５番人気）
３連単票数 計 ４５９５６６ 的中 ��� １０１１（１１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．３―１３．７―１３．０―１２．５―１２．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．８―５１．５―１：０４．５―１：１７．０―１：２９．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントシチー �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１０．２．２７ 阪神１着

２００７．４．１生 牡４栗 母 グレースグロリアス 母母 ノアグレース １３戦２勝 賞金 １５，４８０，０００円
〔制裁〕 ブリリアントシチー号の騎手佐藤哲三は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）

３１１２４１１月１９日 曇 良 （２３新潟５）第１１日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

５５．４
５５．４

良

良

１２ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 木幡 初広 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２＋ ２ ５７．２ １６．７�

５９ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４３４± ０ 〃 ハナ ４０．９�
４７ バブルジェット 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５３６－ ２ ５７．４１� １３．１�
７１３ レインボーカムカム 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ９５．４�
４８ カルナヴァレ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４３４－ ６ ５７．６１ ４．１�
８１８ ケージーカグヤヒメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ３．７�
５１０ トキノワイルド 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６２－ ２ ５７．９２ ５．０	
６１２ ストレートアウェイ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４９８＋２６ 〃 ハナ ２３８．４

７１４ マイネルドラガン 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B４３２－ ２ 〃 アタマ ７．２�
２４ イデアシュリュー 牝２鹿 ５４ 村田 一誠益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４２２－ ４ ５８．０クビ ４６．７
２３ トーワオモカゲ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５２０－ ２ ５８．１� ５０．７�
３５ アムールアドニス 牝２黒鹿５４ 古川 吉洋 �様似共栄牧場 田中 剛 様似 様似共栄牧場 ４０２＋ ４ 〃 アタマ １５８．８�
３６ ロナルドバローズ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０ ５８．２� ４０．９�
７１５ フォーマリスト 牡２青鹿５５ 吉田 隼人 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４５４－ ６ 〃 ハナ １０６．８�
８１６ ワンパクテンシ 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４８＋１６ ５８．３� １４．３�
８１７ カシノデューク 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８６＋１０ 〃 ハナ ４７．１�
１１ ミ ル テ 牝２栗 ５４ 中舘 英二長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２２－ ４ ５８．４� １８．７�
６１１ カシマセイセン 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４１２－ ２ ５８．９３ １４８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，９７７，６００円 複勝： １７，７８８，８００円 枠連： ８，２８３，１００円

馬連： ２１，６９６，２００円 馬単： １５，５９６，３００円 ワイド： １１，２４４，１００円

３連複： ３３，６８８，４００円 ３連単： ５１，３２６，０００円 計： １７０，６００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ３３０円 � ９３０円 � ４８０円 枠 連（１－５） ２，５７０円

馬 連 �� １７，１９０円 馬 単 �� ４１，７１０円

ワ イ ド �� ４，８２０円 �� ２，４６０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� ５７，０３０円 ３ 連 単 ��� ３５４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １０９７７６ 的中 � ５２０２（７番人気）
複勝票数 計 １７７８８８ 的中 � １５４２４（５番人気）� ４６３４（８番人気）� ９７１８（７番人気）
枠連票数 計 ８２８３１ 的中 （１－５） ２３７９（１０番人気）
馬連票数 計 ２１６９６２ 的中 �� ９３２（５０番人気）
馬単票数 計 １５５９６３ 的中 �� ２７６（１１３番人気）
ワイド票数 計 １１２４４１ 的中 �� ５７１（４６番人気）�� １１３８（２５番人気）�� ６０５（４３番人気）
３連複票数 計 ３３６８８４ 的中 ��� ４３６（１５４番人気）
３連単票数 計 ５１３２６０ 的中 ��� １０７（９４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１０．９―１０．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．８―３３．７―４４．４

上り４F４４．９－３F３４．４
勝馬の
紹 介

エキゾチックバニラ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 スピードワールド デビュー ２０１１．６．１８ 中山３着

２００９．２．２１生 牝２芦 母 マスカットワイン 母母 ア グ リ ダ ギ ８戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルコウギョク号
（非抽選馬） ３頭 キーメール号・クリノショータイム号・フローリア号



３１１２５１１月１９日 雨 稍重 （２３新潟５）第１１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１１時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１２� コスモパイレット 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman B５２４± ０１：１１．３ ２０．７�

５８ フ ォ ル メ ン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０６＋ ４ 〃 クビ ２９．７�
２２ � ド ロ 牡４栗 ５７ 中舘 英二吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４７４－ ２１：１１．５１� １．９�
１１ モアザンストーム 牡５青鹿５７ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８２＋ ２１：１１．７	 ６１．１�
３５ 
 シンビオシス �４青鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４６２± ０１：１１．９１� １６．０�
８１５ コスモセレクト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 日高 若林 武雄 ５００＋ ２１：１２．０� ８４．８�
５９ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５２＋ ４１：１２．１	 ９３．３	
３４ マイネルラピド 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８２－ ２１：１２．２	 ７．０�

２３ イチドラゴン 牡３栗 ５６ 畑端 省吾�エーティー 吉田 直弘 日高 豊洋牧場 ４９４－ ２１：１２．３� ８．８�
６１１� バージニアキャット 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４６０－ ８１：１２．４	 ６１．９�
４７ � パラダイムシフト 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４４４± ０１：１２．５クビ １１．４�
４６ � ユーディドイット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４８６＋ ４１：１２．７１� ８．４�
７１３ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 的場 勇人楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４９６－ ４１：１２．８クビ ２５．４�
６１０� フェアユース 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �社台レースホース大和田 成 米 Shadai Farm ４９８－１６１：１３．５４ ８７．９�
８１４
 ショウナンアストン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一国本 哲秀氏 木村 哲也 新ひだか 静内フアーム ５００＋１５１：１４．５６ ２０９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，０１９，３００円 複勝： ２７，０１１，７００円 枠連： ９，１７９，２００円

馬連： ２６，７０１，８００円 馬単： １８，８８５，０００円 ワイド： １３，２９５，０００円

３連複： ３６，３０８，２００円 ３連単： ６２，２３２，８００円 計： ２０８，６３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ４８０円 � ６１０円 � １３０円 枠 連（５－７） ６，９９０円

馬 連 �� ２２，０５０円 馬 単 �� ４８，７４０円

ワ イ ド �� ５，３００円 �� ７４０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １５，７００円 ３ 連 単 ��� １８３，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５０１９３ 的中 � ５７４４（７番人気）
複勝票数 計 ２７０１１７ 的中 � １１０３０（８番人気）� ８３５７（９番人気）� ８８４５０（１番人気）
枠連票数 計 ９１７９２ 的中 （５－７） ９７０（１９番人気）
馬連票数 計 ２６７０１８ 的中 �� ８９４（４９番人気）
馬単票数 計 １８８８５０ 的中 �� ２８６（１０４番人気）
ワイド票数 計 １３２９５０ 的中 �� ５９１（５０番人気）�� ４６６５（６番人気）�� ２１５４（１４番人気）
３連複票数 計 ３６３０８２ 的中 ��� １７０７（５３番人気）
３連単票数 計 ６２２３２８ 的中 ��� ２５０（５０４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．２―１２．４―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．０―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモパイレット �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．７．２６ 新潟２着

２００６．２．１４生 牡５黒鹿 母 Confidently 母母 Key Phrase ２２戦３勝 賞金 ３８，３００，０００円

３１１２６１１月１９日 雨 良 （２３新潟５）第１１日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時３０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

７１２ エイダイポイント 牡３芦 ５５ 津村 明秀�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３２－ ６２：２７．８ １４．２�

４５ アドマイヤネアルコ 牡３芦 ５５ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７８＋ ２２：２８．０１� ４．２�
５８ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４６８＋ ４２：２８．２１� ２．９�
５７ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B４９６＋ ６２：２８．３� １８．５�
７１１ シンボリボルドー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ９．２�
３４ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５２８＋ ２２：２８．４� ９．４�
４６ ジョンブルクリス 牡３栗 ５５ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７２＋ ２２：２８．５� ４．１	
３３ 	 トッププライス 牝４栗 ５５ 村田 一誠加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４６８－ ２ 〃 クビ ５４．６

２２ 	 マイネルダウザー 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５０２－ ８２：２８．９２� ２６．０�
６９ トーセンマルゴー 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平島川 哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０＋ ６２：２９．６４ １８５．０�
８１３ マンハッタンジャズ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人�ターフ・スポート栗田 徹 浦河 谷川牧場 ４２８＋ ８２：３０．６６ １９６．０�
８１４ エメラルターボ 牡３鹿 ５５ 的場 勇人高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８２－ ２２：３０．７
 ２０２．８�
１１ グランデスピリッツ �７黒鹿５７ 勝浦 正樹増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４３８± ０２：３１．５５ ６６．８�
６１０	 コーリンブラッサム 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４４４＋ ４２：３１．９２� ３８７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，２１７，３００円 複勝： １９，０４７，３００円 枠連： ８，５０１，８００円

馬連： ２０，２４０，６００円 馬単： １４，３４８，０００円 ワイド： １０，７３６，０００円

３連複： ２９，１２６，８００円 ３連単： ５０，７３７，０００円 計： １６３，９５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（４－７） ６１０円

馬 連 �� ４，３４０円 馬 単 �� ９，９８０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ７３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３，８２０円 ３ 連 単 ��� ４０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １１２１７３ 的中 � ６２５８（６番人気）
複勝票数 計 １９０４７３ 的中 � １３２４０（７番人気）� ２９２６２（３番人気）� ４７３９４（１番人気）
枠連票数 計 ８５０１８ 的中 （４－７） １０４４７（２番人気）
馬連票数 計 ２０２４０６ 的中 �� ３４４７（１８番人気）
馬単票数 計 １４３４８０ 的中 �� １０６２（４１番人気）
ワイド票数 計 １０７３６０ 的中 �� １９０３（１８番人気）�� ３４１６（９番人気）�� １１５７２（１番人気）
３連複票数 計 ２９１２６８ 的中 ��� ５６３４（１３番人気）
３連単票数 計 ５０７３７０ 的中 ��� ９２３（１４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．５―１２．４―１３．０―１３．４―１２．６―１２．２―１２．３―１２．０―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．９―３５．４―４７．８―１：００．８―１：１４．２―１：２６．８―１：３９．０―１：５１．３―２：０３．３―２：１５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイダイポイント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１１．３．５ 中山６着

２００８．４．１１生 牡３芦 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ １１戦１勝 賞金 １３，１２０，０００円
〔制裁〕 グランデスピリッツ号の調教師小西一男は，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。



３１１２７１１月１９日 雨 稍重 （２３新潟５）第１１日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

３５ プ レ ゼ ピ オ 牡５栗 ５７
５４ ▲平野 優 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５３．４ １７．２�

４６ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ３．２�
６１０ メイショウイッシン 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０２＋ ２１：５３．５クビ ２．１�
５８ � シャカリキオー 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 B５２４± ０１：５４．１３� ４４．９�
１１ � 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 ５１６＋ ４ 〃 クビ １０．１�
８１４ レッフェルン 牡３栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ 〃 アタマ ７．９	
２２ レ オ ア ラ シ 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B５００＋ ４１：５４．２クビ ４５．４

５９ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４６８－ ２１：５４．９４ １７９．０�
８１５� ミスチフキッツ 牝３栗 ５３

５０ ▲小野寺祐太 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４０＋ ４１：５５．１１� １４０．２�
７１３ クールファルコン 牡３鹿 ５５

５２ ▲西村 太一川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５０６＋ ３１：５５．２� ６３．９
３４ � サカジロタイヨー 牡３鹿 ５５

５２ ▲水口 優也ロイヤルパーク 武 宏平 日高 下河辺牧場 ４３６＋ ５ 〃 ハナ １２１．８�
２３ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５３

５２ ☆松山 弘平吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５５．７３ １３．１�
４７ � ニンジンガスキ 牝４鹿 ５５ 田中 健小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４９８－ ４１：５６．１２� １６３．４�
６１１� シュウザンモモ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５８＋ ２１：５６．９５ ３１９．９�
７１２ シンボリゾンネ 牡３栗 ５５ 小島 太一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５３８＋ ８１：５８．１７ ３０７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，６７４，３００円 複勝： １４，８０６，９００円 枠連： ６，８９０，８００円

馬連： １８，４６９，９００円 馬単： １５，２０６，５００円 ワイド： １０，０２８，３００円

３連複： ２６，０５０，３００円 ３連単： ４８，７２１，３００円 計： １５０，８４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ２５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，７７０円

馬 連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ６１０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� １６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １０６７４３ 的中 � ４８９２（６番人気）
複勝票数 計 １４８０６９ 的中 � １０８２２（６番人気）� ３５０１５（１番人気）� ３５０１０（２番人気）
枠連票数 計 ６８９０８ 的中 （３－４） ２８８９（９番人気）
馬連票数 計 １８４６９９ 的中 �� ５２９０（９番人気）
馬単票数 計 １５２０６５ 的中 �� １７６０（２０番人気）
ワイド票数 計 １００２８３ 的中 �� ３１７７（９番人気）�� ３４４２（８番人気）�� １９７６４（１番人気）
３連複票数 計 ２６０５０３ 的中 ��� １７３６６（４番人気）
３連単票数 計 ４８７２１３ 的中 ��� ２１６８（４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．７―１３．２―１２．７―１２．３―１２．９―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３６．２―４９．４―１：０２．１―１：１４．４―１：２７．３―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．０
１
３
１０（４，１３）１２（７，３，１１，１４）（１，２）（６，１５）５，８－９
１０，１３（４，３）（１４，６）（１，１５）５（１２，２，８）－１１，７，９

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

勝馬の
紹 介

プ レ ゼ ピ オ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００８．１２．６ 中山９着

２００６．４．４生 牡５栗 母 ノエラロワイヤル 母母 Beautywal １９戦３勝 賞金 ３０，６３０，０００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 ウエスタンダーツ号

３１１２８１１月１９日 雨 良 （２３新潟５）第１１日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

８１７ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４９２－ ４１：２１．６ ６．４�

３５ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５４＋ ８１：２１．８１� ４．５�
１２ � フランキンセンス 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４４＋２２ 〃 クビ １００．３�
７１４ ウエストエンド 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋ ２１：２１．９� ６．６�
５９ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２２．４３ ２３．０�
２４ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ２１：２２．６１� ３．５	
４８ � シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 宮崎 北斗有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４７２＋ ６１：２２．７� １２．８

８１８� サクラソルジャー 牡４栗 ５７ 丸田 恭介�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 新和牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １８７．２�
６１２ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９６＋１６ 〃 ハナ ７７．５�
２３ � クロンドローリエ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１６－ ４１：２２．８� ３１．５

７１３ サンリヴァル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４７４＋ ６１：２２．９� １７．１�
５１０ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 黛 弘人 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５４６＋ ４ 〃 ハナ ３９．５�
４７ ザ ル グ ー ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サンデーレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋１２ 〃 ハナ ２８．６�

８１６ メイクデュース 牝５黒鹿５５ 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４４６－ ４１：２３．０� １２２．１�

７１５ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ 的場 勇人吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４６６＋２０１：２３．２１� ２０．３�
１１ アプローチミー 牡４黒鹿５７ 中舘 英二吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ３２．９�
６１１ ブルースター 牡３栗 ５６ 松田 大作 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６０＋ ８１：２３．６２� ３０．９�
３６ デンコウリョウ 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４９２＋ ４１：２３．８１� ４５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，９４２，７００円 複勝： ２２，５９０，９００円 枠連： １０，５７０，７００円

馬連： ２７，６７７，２００円 馬単： １８，４７６，８００円 ワイド： １５，０３２，７００円

３連複： ３９，０５８，２００円 ３連単： ６６，８３６，７００円 計： ２１５，１８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � １，７２０円 枠 連（３－８） １，３８０円

馬 連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ８，４３０円 �� ７，７００円

３ 連 複 ��� ５３，８８０円 ３ 連 単 ��� １８２，６９０円

票 数

単勝票数 計 １４９４２７ 的中 � １８６１４（３番人気）
複勝票数 計 ２２５９０９ 的中 � ３１４６６（２番人気）� ２９２０６（４番人気）� ２６６１（１５番人気）
枠連票数 計 １０５７０７ 的中 （３－８） ５６８０（６番人気）
馬連票数 計 ２７６７７２ 的中 �� １２１７７（５番人気）
馬単票数 計 １８４７６８ 的中 �� ３７５８（１１番人気）
ワイド票数 計 １５０３２７ 的中 �� ５０８７（６番人気）�� ４２５（７４番人気）�� ４６６（６９番人気）
３連複票数 計 ３９０５８２ 的中 ��� ５３５（１４８番人気）
３連単票数 計 ６６８３６７ 的中 ��� ２７０（５４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．２―４５．９―５７．６―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．７
３ ・（１０，１１，１５）１７（２，１４）（８，９，１２，１６）－（５，１３，１８）（４，３）７（１，６） ４ ・（１０，１１，１５）（２，１４，１７）（８，９，１２，１６）（５，１３，１８）（３，７）６（４，１）

勝馬の
紹 介

マイネルロガール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２６ 福島２着

２００８．３．２４生 牡３鹿 母 オトメノイノリ 母母 テ イ ズ リ ー １３戦２勝 賞金 ３６，９５２，０００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 ロードエアフォース号



３１１２９１１月１９日 雨 重 （２３新潟５）第１１日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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 エンジョイタイム 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ２１：５３．３ １７．６�

４７ レオネプチューン 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４６８－ ４１：５３．７２� １１．５�
５８ テンゲントッパ 牡３黒鹿５５ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２± ０１：５３．８� ６．２�
２３ キングジャズ 牡３栗 ５５ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５３．９� １７．４�
３５ キンショーダンデー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７８＋ ２１：５４．０クビ ２．５�
２２ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５４２＋ ４１：５４．４２� ８．４�
５９ � エイコオレジェンド 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４７８－ ４１：５４．５� ４３．７	
６１０� アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ４．９

７１３ メイショウリバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６８－ ４１：５４．６� ２２０．１�
４６ キュルミナン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４８６＋ ２１：５４．９２ １４１．９�
１１ リキサンヒーロー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６４－ ６ 〃 ハナ １０．４�
６１１ アカシローレル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５４－ ２１：５５．３２� ９０．３�
７１２ チャンピオンブルー 牡３青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ２１：５６．０４ １９６．９�
３４ � クリノビートイット 牝４青 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 千代田牧場 ４１４＋ ８１：５６．５３ ５００．２�
８１５ メイショウオオトネ �３青 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム B４９２＋ ２１：５６．７１� ７５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，３５９，６００円 複勝： ２４，６９１，７００円 枠連： ９，４５２，６００円

馬連： ３０，４１４，８００円 馬単： ２３，１４０，７００円 ワイド： １４，８２５，４００円

３連複： ４５，５１３，４００円 ３連単： ８４，６０６，８００円 計： ２４８，００５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ７１０円 � ２８０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ７，８９０円

馬 連 �� １５，６６０円 馬 単 �� ２９，２００円

ワ イ ド �� ３，８３０円 �� １，８６０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２９，８１０円 ３ 連 単 ��� ２６５，７１０円

票 数

単勝票数 計 １５３５９６ 的中 � ６９１５（８番人気）
複勝票数 計 ２４６９１７ 的中 � ７７７５（８番人気）� ２３９５０（４番人気）� ３３８６６（２番人気）
枠連票数 計 ９４５２６ 的中 （４－８） ８８５（２４番人気）
馬連票数 計 ３０４１４８ 的中 �� １４３４（３５番人気）
馬単票数 計 ２３１４０７ 的中 �� ５８５（６５番人気）
ワイド票数 計 １４８２５４ 的中 �� ９３４（３４番人気）�� １９７２（２１番人気）�� ２９３７（１５番人気）
３連複票数 計 ４５５１３４ 的中 ��� １１２７（７３番人気）
３連単票数 計 ８４６０６８ 的中 ��� ２３５（５３７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．３―１３．９―１３．２―１２．６―１２．５―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．５―５１．４―１：０４．６―１：１７．２―１：２９．７―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンジョイタイム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．９．５ 小倉７着

２００８．４．２７生 牡３鹿 母 ゲッチュアドリーム 母母 Overact １０戦２勝 賞金 １４，０００，０００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 アイティゴールド号

３１１３０１１月１９日 雨 稍重 （２３新潟５）第１１日 第１０競走 ��
��１，２００�福島２歳ステークス

発走１４時４５分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
福島馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０７．８

良

良

２３ エクセルシオール 牡２栗 ５５ 中舘 英二 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８０＋１０１：０９．３ ３．５�

３５ ビウイッチアス 牝２黒鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３２－ ８１：０９．９３� ６．２�
８１７ キングオブロー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４７６＋ ２１：１０．０� ３２．０�
５９ グラントリノ 牝２栗 ５４ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２＋ ２１：１０．２１� ６７．６�
７１３ ブランダムール 牝２栗 ５４ 古川 吉洋�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４３０－ ４１：１０．４１ ８．６�
７１５ ヴェアデイロス 牡２鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－ ２ 〃 クビ ３．９	
６１２ シゲルシバグリ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７６＋ ２１：１０．６１� １４．７

２４ 	 サクラインザスカイ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４４８＋１０ 〃 アタマ ５７．８�
１１ ドリームバラード 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １５６．０�
７１４ マ ス イ デ ア 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４１６－ ８１：１０．７クビ １１．８
１２ フィロパトール 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５２－ ６１：１０．９１� ２０．４�
６１１	 ロ ゼ オ 牡２栗 ５５ 松田 大作栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ ３４３．５�
８１８ ダームドゥラック 牝２鹿 ５５ 上村 洋行�原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０± ０１：１１．０� ２４．１�
４７ フクノハツヒメ 牝２鹿 ５４ 青木 芳之福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 ４３２－ ２１：１１．１
 ２６．２�
５１０ スピードルーラー 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎嶋田 賢氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４７８－ ２１：１１．３１� １４．７�
４８ シーキングザスター 牝２鹿 ５４ 西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４３２＋ ４ 〃 クビ １０４．７�
３６ 	 ドーリーガール 牝２栗 ５４ 丹内 祐次モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 ４１４－ ６１：１１．５１� ３９４．４�
８１６ ミスマルシゲ 牝２青鹿５４ 太宰 啓介坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２６－ ４１：１１．７１� ２１１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２６９，７００円 複勝： ２８，８３０，１００円 枠連： １５，１０８，１００円

馬連： ５０，２３２，７００円 馬単： ３０，６４０，０００円 ワイド： ２０，４００，９００円

３連複： ６３，１１０，３００円 ３連単： １１７，８８９，０００円 計： ３４８，４８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ８８０円 枠 連（２－３） １，４９０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ２，６３０円 �� ３，３９０円

３ 連 複 ��� １９，０９０円 ３ 連 単 ��� ８２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２６９７ 的中 � ５１００４（１番人気）
複勝票数 計 ２８８３０１ 的中 � ４２１３９（２番人気）� ３８２１４（３番人気）� ６７８６（１１番人気）
枠連票数 計 １５１０８１ 的中 （２－３） ７５０８（６番人気）
馬連票数 計 ５０２３２７ 的中 �� ２４２１７（４番人気）
馬単票数 計 ３０６４００ 的中 �� ７４６０（６番人気）
ワイド票数 計 ２０４００９ 的中 �� ９２２３（４番人気）�� １８４４（３５番人気）�� １４２３（４０番人気）
３連複票数 計 ６３１１０３ 的中 ��� ２４４１（６３番人気）
３連単票数 計１１７８８９０ 的中 ��� １０５６（２４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．２―１１．９―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．７―４５．６―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．６
３ ３（４，７，１０）－（５，１６）（２，１３）１８，１５，８－９（１２，１４）（６，１１）１７，１ ４ ３，４（７，１０）－５（２，１６）（１３，１８）１５，９（８，１４）－１２，６（１１，１７）１

勝馬の
紹 介

エクセルシオール �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Zafonic デビュー ２０１１．６．２５ 中山１着

２００９．４．４生 牡２栗 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option ５戦２勝 賞金 ３０，２６３，０００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 ターコイズクラウド号・ユーセイツーア号



３１１３１１１月１９日 雨 重 （２３新潟５）第１１日 第１１競走 ��
��１，８００�

あ い か わ

相 川 特 別
発走１５時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ グラッツィア 牡３鹿 ５５ 中舘 英二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：５０．９ ２．３�

２２ ドレミファドン 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８４－ ４１：５１．０� ５．３�
５８ プレファシオ 牡４芦 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５１．６３� ８．１�
８１５ ホワイトアルバム 牝３芦 ５３ 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９２－ ２１：５１．７クビ ３５．２�
３４ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０８－ ２１：５１．８� ５５．９�
７１３ ミラクルセッション 牡５栗 ５７ 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９０－１２１：５１．９� ９．２�
３５ � ヘ リ オ ス 牡４栗 ５７ 丸田 恭介新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４７０± ０１：５２．１１� ５．６	
１１ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５７ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８４＋ ２１：５２．２	 ２９．７

２３ メイショウサリマン 牡３栗 ５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７６＋ ２１：５２．４	 １６．３�
８１４ レ ン ト ゲ ン 牡７栗 ５７ 村田 一誠加藤正二郎氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５６＋１０１：５３．１４ １９９．４�
５９ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 大野 拓弥�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４８８＋ ２１：５３．２	 ６３．４
４７ マイネルナロッサ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ １１：５３．７３ ３１７．９�
６１０ スカーレットライン 牡６栗 ５７ 西田雄一郎 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム B４９８＋ ４１：５４．９７ １０９．９�
７１２ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９４± ０１：５５．２２ ４２．０�
４６ ピカンチラヴ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２６－１２１：５５．３クビ ５９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，６６１，８００円 複勝： ３８，７０６，２００円 枠連： ２１，６１２，７００円

馬連： ９１，８６６，８００円 馬単： ５４，３００，６００円 ワイド： ３３，２７１，３００円

３連複： １１４，５８７，９００円 ３連単： ２１５，３１２，２００円 計： ５９６，３１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（２－６） ５５０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３８０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２６６６１８ 的中 � ９４３１８（１番人気）
複勝票数 計 ３８７０６２ 的中 � １００１１８（１番人気）� ５１２９５（３番人気）� ３８０６０（５番人気）
枠連票数 計 ２１６１２７ 的中 （２－６） ２９３９５（１番人気）
馬連票数 計 ９１８６６８ 的中 �� ９８１４１（１番人気）
馬単票数 計 ５４３００６ 的中 �� ３４４６６（１番人気）
ワイド票数 計 ３３２７１３ 的中 �� ２５７６５（２番人気）�� ２２５８２（３番人気）�� ９８３２（８番人気）
３連複票数 計１１４５８７９ 的中 ��� ５４０８３（１番人気）
３連単票数 計２１５３１２２ 的中 ��� ２５２０９（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．４―１２．８―１２．６―１２．５―１２．８―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．９―４８．７―１：０１．３―１：１３．８―１：２６．６―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

グラッツィア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１１．６ 京都３着

２００８．４．２１生 牡３鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song ８戦３勝 賞金 ３０，６３３，０００円

３１１３２１１月１９日 雨 稍重 （２３新潟５）第１１日 第１２競走 ��
��２，０００�

に い つ

新 津 特 別
発走１５時５５分 （芝・左・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

７１４ シャンギロンゴ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ８２：００．８ ６．４�

３５ ナンデヤネン 牡４青 ５７ 丸田 恭介杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８６－ ２２：０１．０１ ４．７�
６１２ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５５ 中舘 英二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２４＋ ８ 〃 クビ ２０．２�
３６ アドマイヤコリン 牡３青鹿５５ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８＋２８２：０１．１クビ ９．８�
２４ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５５ 松田 大作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ９１．８�
５９ エバーグリーン 牡３青 ５５ 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ １１．０�
８１６� トーセンインディ 牝３芦 ５３ 柴山 雄一島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６－ ４２：０１．３１� ２２．０

６１１ 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 ５２２－ ８２：０１．５１� １５．２�
７１５ ラストノート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ７．０�
４７ 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 ４４４－１４２：０１．６クビ １２３．１�
２３ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８＋ ２２：０１．８１	 ３９．３�
４８ ワイズミューラー 牡４栗 ５７ 松山 弘平 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ９．６�
１１ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 村田 一誠野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４４４－ ２２：０１．９クビ ８３．９�
５１０ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 高倉 稜平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９４＋ ２２：０２．０
 ２７．８�
７１３ ラ ブ フ ー ル 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７２－ ８２：０２．１クビ ７．９�
１２ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６２：０２．３１� ７５．８�
８１７ サトノユリア 牝３鹿 ５３ 津村 明秀里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４２：０２．６２ １８．４�
８１８ クリノメダリスト 牝５栗 ５５ 丹内 祐次栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０－１０ 〃 ハナ １４６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８１，１００円 複勝： ３２，１２２，５００円 枠連： ２０，３２１，４００円

馬連： ５６，３５３，２００円 馬単： ３２，４８７，２００円 ワイド： ２３，２４８，５００円

３連複： ７７，３９４，４００円 ３連単： １３２，２２４，１００円 計： ３９４，４３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ５９０円 枠 連（３－７） ５４０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ２，０３０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� １１，０９０円 ３ 連 単 ��� ５７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８１１ 的中 � ２５１００（２番人気）
複勝票数 計 ３２１２２５ 的中 � ３０２６４（５番人気）� ５３７４０（１番人気）� １１８７７（１１番人気）
枠連票数 計 ２０３２１４ 的中 （３－７） ２８０６３（１番人気）
馬連票数 計 ５６３５３２ 的中 �� ２３１８４（２番人気）
馬単票数 計 ３２４８７２ 的中 �� ６６３１（３番人気）
ワイド票数 計 ２３２４８５ 的中 �� ７５５０（３番人気）�� ２７４１（２３番人気）�� ４５３０（１４番人気）
３連複票数 計 ７７３９４４ 的中 ��� ５１５１（３０番人気）
３連単票数 計１３２２２４１ 的中 ��� １６８８（１２９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１２．５―１２．７―１２．３―１１．９―１１．８―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．９―４８．４―１：０１．１―１：１３．４―１：２５．３―１：３７．１―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５
３ １１，７，１２－６，１３（３，５，１５）１４（４，９）（１０，１６）１，２（８，１７）－１８ ４ １１，７－１２－（６，１３）５（３，１５）（４，９，１４）１０（１，１６）２（８，１７）１８

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 ５戦３勝 賞金 ２７，３０３，０００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 メイショウピゴット号



（２３新潟５）第１１日 １１月１９日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９１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

１８７，８４０，０００円
１，０９０，０００円
１，６１０，０００円
１，９９０，０００円
１７，７２０，０００円
６２，１１６，０００円
４，９６６，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
１７４，４１６，３００円
２７５，９３０，５００円
１２８，３９６，１００円
３９８，８６５，７００円
２６２，９０７，８００円
１８３，４２３，４００円
５４８，４８８，７００円
９５７，１０１，４００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 ２，９２９，５２９，９００円

総入場人員 ７，８４５名 （有料入場人員 ６，７８６名）


