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３１０９７１１月１２日 晴 不良 （２３新潟５）第９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）

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

１：５５．０
１：５２．０

良

不良

８１２ サンマルリジイ 牝２黒鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８０－ ２１：５５．０ ３．２�

２２ エーシンフルハウス 牝２黒鹿５４ 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６－ ４１：５５．２１ ３．９�
７１０ スパークオンアイス 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５５．４１� ３．５�
４４ ウィッシュガバナー 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４３８－ ８１：５５．７２ １４．１�
５６ タマモチャチャチャ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４３４－１２１：５６．０１� １４．０�
６７ ボーナラテルツァ 牝２芦 ５４ 中舘 英二飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４６０－１０１：５６．５３ ７．９�
７９ ファニーフェイス 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B４６０－１４ 〃 同着 ５３．０	
１１ ホクセツローズ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４３４－ ６１：５７．２４ １１５．４

３３ プ ロ ー シ ャ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 浦河 谷口牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ６４．４�
５５ カシノシャムロック 牝２芦 ５４

５３ ☆高倉 稜柏木 務氏 鈴木 孝志 新ひだか 仲野牧場 ４８０－ ４１：５８．４７ ２１．１
６８ オンワードリベルタ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４２４－１４１：５８．５クビ ２５．８�
８１１ ケイツーナンナ 牝２鹿 ５４ 千葉 直人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 ハシモトフアーム ４５４－１４１：５８．７１� １０３．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６，２０５，２００円 複勝： １２，１４４，５００円 枠連： ４，５７２，８００円

馬連： １６，７９８，４００円 馬単： １２，７８４，０００円 ワイド： ８，０３２，２００円

３連複： ２５，１０６，２００円 ３連単： ４１，１８６，５００円 計： １２６，８２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－８） ４６０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ６２０５２ 的中 � １５４０３（１番人気）
複勝票数 計 １２１４４５ 的中 � ２８３８８（１番人気）� ２４００９（３番人気）� ２４８３３（２番人気）
枠連票数 計 ４５７２８ 的中 （２－８） ７４５８（１番人気）
馬連票数 計 １６７９８４ 的中 �� ２５７３２（１番人気）
馬単票数 計 １２７８４０ 的中 �� １０７２２（１番人気）
ワイド票数 計 ８０３２２ 的中 �� ９９５７（１番人気）�� ８４２６（２番人気）�� ５０５４（４番人気）
３連複票数 計 ２５１０６２ 的中 ��� ２７９７６（１番人気）
３連単票数 計 ４１１８６５ 的中 ��� １０６２８（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．６―１３．１―１３．３―１２．７―１３．０―１２．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．２―４９．３―１：０２．６―１：１５．３―１：２８．３―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．７
１
３
１２（８，２，１０）（３，６）（４，１１）（５，９）（１，７）・（１２，１０）９（３，８，２）（４，６）７，１１（５，１）

２
４

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

サンマルリジイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．７．９ 京都５着

２００９．５．９生 牝２黒鹿 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー ８戦１勝 賞金 ６，７００，０００円

３１０９８１１月１２日 晴 稍重 （２３新潟５）第９日 第２競走 １，２００�サラブレッド系２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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

８１８ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 ４５６－ ８１：１０．２ ９．５�

７１５ アクアライン 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４８＋１８１：１０．５１� ３７．５�
５１０ デンコウベリル 牡２芦 ５５ 太宰 啓介田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８２－１２１：１０．６� ６．６�
３５ エステージャ 牝２芦 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２０± ０１：１０．７クビ ３．４�
７１４ イ ツ ノ ヒ カ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８０－ ８ 〃 ハナ ２．３�
８１６ コスモナデシコ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか タツヤファーム ４２８± ０ 〃 ハナ ２３．９�
４８ タイキローズベスト 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２４＋ ２１：１１．１２� ３４．２	
７１３ オキナワエミチャン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ４７．０

６１１ アリエスプランサー 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ８ 〃 ハナ ２１．９�
６１２ ブラックモア 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４３２＋ ２１：１１．３１� ３９．６�
２３ カテキンパワー 牡２鹿 ５５

５２ ▲西村 太一山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４５２＋ ６１：１１．４� １４１．８
３６ コスモルシファー 牡２鹿 ５５ 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ８１：１１．５� １０７．６�
８１７ ユ メ イ チ ズ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士楠本 勝美氏 的場 均 むかわ 上水牧場 ４５８－ ２１：１１．７１� ３４２．５�
１１ デ ー ヴ ィ ー 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４２８－ ４１：１１．８� １４４．３�
５９ ブルジュハリファ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４４４＋１０１：１２．１１� ４１２．１�
１２ ロンググラティア 牝２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４３６± ０１：１２．６３ ２３．６�
４７ ステイローズ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４１６－１４１：１２．７クビ ３２７．５�
２４ フラワーリング 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４５８＋１０１：１４．５大差 ５７２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，５１７，３００円 複勝： １５，１３６，４００円 枠連： ６，５９５，４００円

馬連： １８，１８７，８００円 馬単： １４，０１１，１００円 ワイド： ９，４６２，１００円

３連複： ２６，９３８，１００円 ３連単： ４１，７５３，０００円 計： １４１，６０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３１０円 � １，０６０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ６６０円

馬 連 �� １５，２２０円 馬 単 �� １９，８９０円

ワ イ ド �� ４，０８０円 �� １，０１０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� ３０，５００円 ３ 連 単 ��� １７１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ９５１７３ 的中 � ７８９５（４番人気）
複勝票数 計 １５１３６４ 的中 � １３３１８（４番人気）� ３２０３（１０番人気）� １７３８１（３番人気）
枠連票数 計 ６５９５４ 的中 （７－８） ７４８０（２番人気）
馬連票数 計 １８１８７８ 的中 �� ８８２（３８番人気）
馬単票数 計 １４０１１１ 的中 �� ５２０（５８番人気）
ワイド票数 計 ９４６２１ 的中 �� ５５８（３９番人気）�� ２４０７（８番人気）�� ９２１（２４番人気）
３連複票数 計 ２６９３８１ 的中 ��� ６５２（８２番人気）
３連単票数 計 ４１７５３０ 的中 ��� １８０（４４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．７―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．９―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
３ ・（２，５）８（１１，１２）（１４，１８）（４，１３）１５（１，６，１０，１６）（７，１７）（３，９） ４ ・（２，５）（８，１２）（１１，１４，１８）－（１５，１６，１３）（４，１０，１７）（１，６，９）－（３，７）

勝馬の
紹 介

アブマーシュ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Diesis デビュー ２０１１．６．２５ 中山中止

２００９．４．１７生 牝２鹿 母 ア リ ヴ ェ 母母 Persian Flute ６戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラワーリング号は，平成２４年１月１２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） ２頭 カシマセイセン号・レインボーカムカム号

第５回　新潟競馬　第９日



３１０９９１１月１２日 晴 不良 （２３新潟５）第９日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５ スズカローゼ 牝４鹿 ５５ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２０－１０１：１０．９ １８．４�

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 ５００± ０１：１１．５３� ３．０�
４６ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－ ８１：１１．６� ５３３．８�
４７ プリマベーラシチー 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 B４６６± ０１：１１．８１� １１．９�
７１３ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５８± ０１：１１．９クビ ８０．６�
５８ ヴィーナススマイル 牝４栗 ５５ 大野 拓弥丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２－ ２ 〃 クビ １５８．５�
３４ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：１２．０� ８４．６	
８１４� ゴールドオリーブ 牝４栗 ５５ 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ １７．１

６１０ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８８± ０１：１２．１� １９．６�
２２ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４± ０１：１２．２� ２．１

１１ グローリーステップ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ７．７�
５９ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 B４６６＋ ２１：１２．７３ ６８．３�
３５ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ １４６．３�
６１１ 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 ４５０＋ ２１：１２．８� ２９８．０�
２３ � コスモハイスペック 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－１０１：１３．２２� ４９４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０４１，５００円 複勝： １７，９０６，３００円 枠連： ５，７３９，８００円

馬連： １９，０６８，４００円 馬単： １６，０４０，７００円 ワイド： １０，５２９，３００円

３連複： ２８，３００，２００円 ３連単： ５５，６５８，１００円 計： １６４，２８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ３９０円 � １６０円 �１０，２９０円 枠 連（７－８） １，０００円

馬 連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ３１，３２０円 �� １５，０４０円

３ 連 複 ��� ２０２，７８０円 ３ 連 単 ��� １，８６７，０８０円

票 数

単勝票数 計 １１０４１５ 的中 � ４７３９（６番人気）
複勝票数 計 １７９０６３ 的中 � １１０１６（５番人気）� ４０３２９（２番人気）� ３３６（１４番人気）
枠連票数 計 ５７３９８ 的中 （７－８） ４２５４（４番人気）
馬連票数 計 １９０６８４ 的中 �� ５４６４（１１番人気）
馬単票数 計 １６０４０７ 的中 �� １８４３（２０番人気）
ワイド票数 計 １０５２９３ 的中 �� ３４４９（１０番人気）�� ８０（７６番人気）�� １６７（５６番人気）
３連複票数 計 ２８３００２ 的中 ��� １０３（１５９番人気）
３連単票数 計 ５５６５８１ 的中 ��� ２２（１１０５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．４―１２．２―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．８―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカローゼ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．１２．２６ 阪神９着

２００７．１．２８生 牝４鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka ９戦３勝 賞金 ２４，０００，０００円
〔発走状況〕 コスモハイスペック号は，発進不良〔あおる〕。
※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 クリンゲルベルガー号

３１１００１１月１２日 晴 不良 （２３新潟５）第９日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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

１１ ヤマチョウフェア 牡３黒鹿５５ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８０± ０１：５２．３ ２．９�

４４ ヒノモトイチバン 牡４栗 ５７
５５ △国分 優作坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６６＋ ２ 〃 クビ ５２．９�

７８ 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 ４７６＋ ４１：５２．４� ２．２�
６６ シーズガレット 牝３栗 ５３

５０ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５０－ ２１：５２．５クビ ６．８�
２２ メイショウボヌス 牝４栗 ５５

５４ ☆高倉 稜松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９８－ ４１：５２．７１� ３２．０�
７９ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７８＋ ４１：５３．２３ １２．３�
８１０ ディアトゥドリーム 牡５栗 ５７ 村田 一誠増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６－ ４１：５３．４１� １４．０�
８１１ ワキノブライアン �５栗 ５７ 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９０＋ ４１：５３．６１� １５．１	
５５ リリースバージョン 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８６－ ６１：５３．７クビ ６８．２

３３ � ワンダーストラ 牡４栗 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ８４．５�
６７ サニーダニエル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４９４－ ８１：５７．５大差 １４３．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，８９７，９００円 複勝： １７，７４７，６００円 枠連： ６，０６３，５００円

馬連： ２１，２１３，４００円 馬単： １６，５９０，５００円 ワイド： １０，４０６，２００円

３連複： ２７，１９５，０００円 ３連単： ５３，４４９，７００円 計： １６４，５６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � １１０円 枠 連（１－４） １０，６６０円

馬 連 �� ８，８５０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ２１０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ３７，２５０円

票 数

単勝票数 計 １１８９７９ 的中 � ３３３８６（２番人気）
複勝票数 計 １７７４７６ 的中 � ３６２６６（２番人気）� ６２６２（７番人気）� ６３９８１（１番人気）
枠連票数 計 ６０６３５ 的中 （１－４） ４２０（１９番人気）
馬連票数 計 ２１２１３４ 的中 �� １７７０（２１番人気）
馬単票数 計 １６５９０５ 的中 �� １１１１（３２番人気）
ワイド票数 計 １０４０６２ 的中 �� １４１８（１９番人気）�� １５４８６（１番人気）�� ２０１７（１５番人気）
３連複票数 計 ２７１９５０ 的中 ��� ５７３６（１１番人気）
３連単票数 計 ５３４４９７ 的中 ��� １０５９（１２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．０―１３．１―１２．５―１１．４―１２．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．５―５０．６―１：０３．１―１：１４．５―１：２６．９―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマチョウフェア 
�
父 デュランダル 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．６．１１ 東京６着

２００８．３．２２生 牡３黒鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード ５戦２勝 賞金 １４，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーダニエル号は，平成２３年１２月１２日まで平地競走に出走できない。



３１１０１１１月１２日 晴 不良 （２３新潟５）第９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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ � アテーナーズブレス 牝３鹿 ５４ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm ４５４－ ８１：１１．１ ２．２�

６１１� ギ ガ ワ ッ ト 牡４黒鹿５７ 中舘 英二�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２８± ０１：１１．５２� ７．５�
８１４ キクノフレヴァン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B４８０＋ ２ 〃 ハナ ９．７�
４７ エイブルサクセス 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５５４＋１０ 〃 ハナ ４．８�
３４ �� イメージレイナ 牝４青鹿

５５
５２ ▲森 一馬岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４６２± ０ 〃 クビ ２７．９�
６１０� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 村田 一誠田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８８＋ ２１：１１．７１� １１．２�
２２ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介	ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４８２－ ２１：１１．８クビ ２９．０

１１ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２± ０１：１２．０１� １１９．８�
５８ � オウカランマン 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４８２＋ ４１：１２．３２ ３２．９�

７１２ アイファーハイカラ 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５６＋ ６１：１２．４� １４．９

４６ ウインイマジン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人	ウイン 高橋 祥泰 日高 オリオンファーム ４６４－ ２１：１２．６１� ４２．７�
８１５� イルベカバーロ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ５３４＋１１１：１２．８１� １０６．１�
３５ タガノルビコン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９８± ０１：１３．２２� １３４．３�

５９ � アドマイヤブレーク 	４黒鹿５７ 小林慎一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ５０４＋１４１：１３．３
 １４７．９�
７１３� レスタービート 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon
& Patrick Hayes B４７８± ０１：１３．７２� １９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，８５４，７００円 複勝： ２０，６５６，４００円 枠連： ８，５１１，３００円

馬連： ２３，１３１，７００円 馬単： １７，６３７，５００円 ワイド： １２，３２０，２００円

３連複： ３３，６６２，８００円 ３連単： ５４，０２８，５００円 計： １８１，８０３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ５５０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ５６０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，０７０円

票 数

単勝票数 計 １１８５４７ 的中 � ４２８３９（１番人気）
複勝票数 計 ２０６５６４ 的中 � ６３０７０（１番人気）� ２５２９６（３番人気）� ２０４７１（４番人気）
枠連票数 計 ８５１１３ 的中 （２－６） １１６１５（２番人気）
馬連票数 計 ２３１３１７ 的中 �� １５９１０（２番人気）
馬単票数 計 １７６３７５ 的中 �� ７９００（４番人気）
ワイド票数 計 １２３２０２ 的中 �� ６８９１（３番人気）�� ５５１３（４番人気）�� ２３４０（１３番人気）
３連複票数 計 ３３６６２８ 的中 ��� ７９３３（６番人気）
３連単票数 計 ５４０２８５ 的中 ��� ３０５２（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．２―１２．１―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．１―４６．２―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アテーナーズブレス �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Lure デビュー ２０１１．３．２７ 小倉１０着

２００８．２．１３生 牝３鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga ６戦２勝 賞金 １５，５４０，０００円
〔その他〕 レスタービート号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

３１１０２１１月１２日 晴 重 （２３新潟５）第９日 第６競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３３ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７８－ ８１：５３．４ １３．９�

８１４ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５３ 川須 栄彦藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６２－１８１：５３．５� ２．７�
２２ ケイジーシオン 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲平野 優鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７６＋ ４１：５３．７１� １６．５�
５７ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５

５３ △国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １４．２�

３４ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５３ 酒井 学加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４８± ０１：５３．８� ４４．１�
４６ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４４８－ ４１：５３．９クビ ６．２�
７１１ ゴッドフローラ 牝３芦 ５３

５０ ▲藤懸 貴志中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４９６－ ６１：５４．０� ３．７	
８１３ ミラクルフラッグ 牝４栗 ５５ 松田 大作小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９０－１４１：５４．２� ２８．９

６１０ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４６６＋１２１：５４．４１� ７．６�
１１ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ４９．９
７１２ ウイントゥルーラヴ 牝３鹿 ５３

５２ ☆松山 弘平�ウイン 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 ４１６－１４１：５４．５� １２８．３�
４５ ライヴドリームス 牝３黒鹿５３ 柴山 雄一下河邉行信氏 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４－ ２１：５４．８１� ６９．８�
６９ クラシフィカドール 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６４－ ２１：５５．２２� ６９．７�
５８ � ハーベストガーデン 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人村山 忠弘氏 根本 康広 新ひだか 村上牧場 ４７０－１７１：５７．５大差 １４４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４７６，７００円 複勝： １７，７４９，１００円 枠連： ６，９６０，０００円

馬連： ２１，２１２，１００円 馬単： １６，９７５，７００円 ワイド： １１，３６０，５００円

３連複： ３０，４１８，１００円 ３連単： ５７，２８８，６００円 計： １７３，４４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ４２０円 枠 連（３－８） １，０１０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ２，３５０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １０，３８０円 ３ 連 単 ��� ４６，４７０円

票 数

単勝票数 計 １１４７６７ 的中 � ６５５１（５番人気）
複勝票数 計 １７７４９１ 的中 � １５０９７（５番人気）� ３４７７８（２番人気）� ９４８６（８番人気）
枠連票数 計 ６９６００ 的中 （３－８） ５０９９（３番人気）
馬連票数 計 ２１２１２１ 的中 �� １１８３０（４番人気）
馬単票数 計 １６９７５７ 的中 �� ２９７７（１３番人気）
ワイド票数 計 １１３６０５ 的中 �� ３９９４（８番人気）�� １１４８（２８番人気）�� ２４３１（１４番人気）
３連複票数 計 ３０４１８１ 的中 ��� ２１６３（３６番人気）
３連単票数 計 ５７２８８６ 的中 ��� ９１０（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３６．０―４９．５―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

ウ イ ン ク �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ナグルスキー デビュー ２００７．９．２ 新潟７着

２００５．５．２５生 牝６鹿 母 エイシンデイリー 母母 エイシングレシャス ４５戦３勝 賞金 ５７，９６０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ゴッドフローラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ユメノトキメキ号の騎手村田一誠は，２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（８番・１２番への進路影

響）
ロイヤルインパクト号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進路影
響）



３１１０３１１月１２日 曇 稍重 （２３新潟５）第９日 第７競走 １，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１８� シークレットベース 牝３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４３４－ ６１：３４．７ ２４．８�

６１１ アルトゥバン 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ３３．１�

８１６ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５０－ ４１：３４．８� ５．５�
５１０ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６＋１２ 〃 クビ ９０．３�
１１ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋１０１：３４．９� ４．４�
５９ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 大野 拓弥セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４６０＋ ６１：３５．１１ ４．２	
４８ 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 ４８４± ０ 〃 クビ ３１．５

７１４ サトノペガサス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：３５．２� １３．７�
３５ セレスロンディー 牡４青 ５７

５４ ▲横山 和生岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４６６＋１０ 〃 クビ １９．０�
７１３ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ １７．７
８１７ ヒルトップシーン 牡５黒鹿 ５７

５５ △国分 優作 �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 ４８４＋１０１：３５．３� ７３．４�

６１２ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４６－ ４１：３５．６２ ５．７�

２４ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４９８－ ４１：３５．８１ ４５．０�
１２ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１８ 〃 クビ １６．４�
３６ トーホウカクテル 牝４栗 ５５ 吉田 隼人東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４４４＋１８１：３６．０１� １２８．８�
７１５� トリステーザ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人下河邉行信氏 菊沢 隆徳 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７０－１４１：３６．３２ ２４２．０�
２３ � トップスマイル 牝４栗 ５５ 中舘 英二池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４０４＋２０１：３６．５� １２３．７�
４７ ナリタキングロード 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４９４＋１０１：３６．６� ３９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，８０５，２００円 複勝： ２１，７７６，２００円 枠連： ９，５７１，５００円

馬連： ２３，０６７，５００円 馬単： １６，８１７，２００円 ワイド： １３，０６０，３００円

３連複： ３５，５５６，５００円 ３連単： ５７，９５０，８００円 計： １９０，６０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ６３０円 � ５９０円 � ２４０円 枠 連（６－８） １，２００円

馬 連 �� ３０，１４０円 馬 単 �� ６７，０９０円

ワ イ ド �� ７，６４０円 �� １，６９０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ４５，７２０円 ３ 連 単 ��� ４０３，４７０円

票 数

単勝票数 計 １２８０５２ 的中 � ４０８１（９番人気）
複勝票数 計 ２１７７６２ 的中 � ８３３４（９番人気）� ９０１１（８番人気）� ２８７９８（４番人気）
枠連票数 計 ９５７１５ 的中 （６－８） ５９２７（８番人気）
馬連票数 計 ２３０６７５ 的中 �� ５６５（７６番人気）
馬単票数 計 １６８１７２ 的中 �� １８５（１４９番人気）
ワイド票数 計 １３０６０３ 的中 �� ４１２（７２番人気）�� １９３１（１９番人気）�� １６５８（２３番人気）
３連複票数 計 ３５５５６５ 的中 ��� ５７４（１４５番人気）
３連単票数 計 ５７９５０８ 的中 ��� １０６（１０９８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１２．４―１２．２―１１．４―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１１．５―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．６
３ ７（９，１２）（２，１６）５（１，１１）（１５，１７）８（４，１３，１８）１０（３，１４）－６ ４ ７（９，１２）（２，１６）５（１，１１，１５）（８，１７）（４，１３，１８）１０（３，１４）－６

勝馬の
紹 介

�シークレットベース �
�
父 テレグノシス �

�
母父 エルコンドルパサー （１戦０勝 賞金 ２，８００，０００円）

２００８．３．２生 牝３鹿 母 ア ペ イ ロ ン 母母 カ リ ー ノ ６戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
地方デビュー ２０１０．５．２５ 姫路

※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 コーリンブラッサム号・ローズリパブリック号・ロードエアフォース号

３１１０４１１月１２日 曇 重 （２３新潟５）第９日 第８競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５分 （ダート・左）

若手騎手，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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ クロフォード 牝４青 ５５
５２ ▲平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２１：１０．８ ６．５�

４６ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ ２．３�
１１ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８０－ ２１：１１．０１� ３５．０�
２２ フミノアカデミー 牡４栗 ５７

５５ △国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４７６＋ ４１：１１．９５ １６．８�
７１３ ケイアイカミーリア 牝４鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４７８－ ４１：１２．０� １５．１�
３５ テラノコブラ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ５．３	
６１１ ス ナ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 B４４６－ ６１：１２．１� ２７．３

７１２ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４６６－ ８１：１２．３１� ７．４�
４７ ラブミーダン 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４５８－ ２１：１２．５１� １７．６�
５８ � ニンジンガスキ 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ５０２＋ ２１：１２．７１� １８．８
６１０� マ イ ウ ィ ン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士�加藤牧場 大和田 成 日高 加藤牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２０１．７�
３４ � サンマルフラワー 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４７４＋ ２１：１２．８クビ ４３５．４�
８１４� モウカリマッカー 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５２－１８１：１３．０１� １３１．１�
８１５ シークロノス 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１６± ０１：１３．１クビ ３２．９�
５９ コウエイキング �３鹿 ５６ 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４６－１４１：１３．４１� ２３６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５９０，５００円 複勝： １７，９６１，９００円 枠連： ８，３７０，５００円

馬連： ２０，７６６，９００円 馬単： １６，４４８，５００円 ワイド： １２，６０１，５００円

３連複： ３０，２８２，０００円 ３連単： ５５，１９８，７００円 計： １７５，２２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ６６０円 枠 連（２－４） ４７０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２，７５０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ５，９８０円 ３ 連 単 ��� ２９，５９０円

票 数

単勝票数 計 １３５９０５ 的中 � １６５７６（３番人気）
複勝票数 計 １７９６１９ 的中 � １８８７３（３番人気）� ５６２１７（１番人気）� ４７７２（１１番人気）
枠連票数 計 ８３７０５ 的中 （２－４） １３４１３（１番人気）
馬連票数 計 ２０７６６９ 的中 �� １６１８３（２番人気）
馬単票数 計 １６４４８５ 的中 �� ６９７２（３番人気）
ワイド票数 計 １２６０１５ 的中 �� ９９７６（２番人気）�� １０３５（３３番人気）�� ２７８２（１２番人気）
３連複票数 計 ３０２８２０ 的中 ��� ３７３９（２１番人気）
３連単票数 計 ５５１９８７ 的中 ��� １３７７（９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．１―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．４―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロフォード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Judge T C デビュー ２００９．７．１２ 福島１着

２００７．２．４生 牝４青 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan １４戦２勝 賞金 ２８，２５５，０００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 ピュアプレジャー号



３１１０５１１月１２日 曇 重 （２３新潟５）第９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

８１０ コスモイーチタイム 牡３栗 ５５ 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 ４４６± ０１：５２．３ ２．３�

８９ クオリティタイム �５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ 〃 クビ ５．３�
４４ � マックスドーズ �６栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４２＋ ４１：５３．１５ ２３．４�
７８ スペシャルイモン 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ ９．０�
６６ � エバーオンワード 牡３鹿 ５５ 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４７０－ ４１：５３．２� ２４．１�
１１ アリゾナアベニュー 牡６青鹿５７ 丸田 恭介諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ５０４－ ４ 〃 アタマ ３．４	
２２ グジョウハチマン 牝３鹿 ５３ 木幡 初広居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７０－ ４１：５３．３� １８．９

５５ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７０－ ２１：５３．４クビ １７．５�
３３ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 吉田 隼人永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６４－ ２１：５５．５大差 １２３．４�
７７ ミラクルレーサー 牡３栗 ５５ 二本柳 壮 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 二本柳俊一 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５９．５大差 １０３．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，２１２，９００円 複勝： １６，１７７，２００円 枠連： ７，３６６，７００円

馬連： ２１，９０１，１００円 馬単： １７，９９７，６００円 ワイド： ９，６５９，９００円

３連複： ３０，５８９，２００円 ３連単： ７２，３２７，９００円 計： １８８，２３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ４３０円 枠 連（８－８） ５７０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ８００円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，８８０円

票 数

単勝票数 計 １２２１２９ 的中 � ４３７１４（１番人気）
複勝票数 計 １６１７７２ 的中 � ３９５２１（２番人気）� ３３６４２（３番人気）� ６６０４（８番人気）
枠連票数 計 ７３６６７ 的中 （８－８） ９６４３（２番人気）
馬連票数 計 ２１９０１１ 的中 �� ２５９３４（２番人気）
馬単票数 計 １７９９７６ 的中 �� １３０３６（３番人気）
ワイド票数 計 ９６５９９ 的中 �� １２８８５（２番人気）�� ２７０３（１２番人気）�� １６６８（１７番人気）
３連複票数 計 ３０５８９２ 的中 ��� ７１３７（１０番人気）
３連単票数 計 ７２３２７９ 的中 ��� ５４０３（２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．４―１３．０―１２．５―１２．６―１３．２―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．２―４９．２―１：０１．７―１：１４．３―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コスモイーチタイム �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１０．７．１７ 新潟５着

２００８．５．１０生 牡３栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル １４戦２勝 賞金 ２９，１５５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルレーサー号は，平成２３年１２月１２日まで平地競走に出走できない。
※アトムスパンカー号・ミラクルレーサー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３１１０６１１月１２日 曇 良 （２３新潟５）第９日 第１０競走 ��１，０００�
ひ よ う

飛 揚 特 別
発走１４時４５分 （芝・直線）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

４８ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６６± ０ ５５．７ ４．６�

４７ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ １９．１�
６１１ メリーチャン 牝３芦 ５４ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４－１０ ５５．９１� ３．５�
８１６ グリューネワルト 牝４青鹿５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ １３．４�
１２ サンマルヘイロー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４８０＋ ４ 〃 ハナ １８．１�
８１７ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５６ 酒井 学キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４６８＋ ４ ５６．０� １１．０�
６１２ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５ 高倉 稜杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ３５．９	
３６ フ レ イ ヤ 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２４－１２ ５６．１クビ ５１．２

８１８� フレデフォート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４５０－ ４ ５６．３１ ６．２�
５１０� フラッパーミク 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ２８．４�
２４ � ヘイハチキング 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 B４６４－１０ 〃 ハナ １４．７
５９ メジロガストン 牡６青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９２± ０ 〃 クビ １５．６�
３５ � オールエモーション 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４２０± ０ ５６．４� ３４．０�
７１５ ブラウニーサンクス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ３９４－１４ ５６．８２	 ６２．１�
２３ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 横山 和生横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ２ 〃 クビ １６９．８�
７１４ ダークシャナオー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 B４９６＋１０ ５６．９	 ４５．６�
１１ キチロクアナン 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７４－ ４ ５７．１１ ３７９．７�
７１３ クラウンフィデリオ 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４６５，９００円 複勝： ２２，９２６，２００円 枠連： １３，６１３，４００円

馬連： ３９，９６１，６００円 馬単： ２６，８０７，７００円 ワイド： １８，５５４，１００円

３連複： ６１，２２９，１００円 ３連単： １０９，２４５，２００円 計： ３０７，８０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ４７０円 � １４０円 枠 連（４－４） ４，７００円

馬 連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ７，４３０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ３２０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ３，８９０円 ３ 連 単 ��� ３１，０００円

票 数

単勝票数 計 １５４６５９ 的中 � ２６６８３（２番人気）
複勝票数 計 ２２９２６２ 的中 � ３５９２１（２番人気）� ８９８７（８番人気）� ５７８４０（１番人気）
枠連票数 計 １３６１３４ 的中 （４－４） ２１４１（１８番人気）
馬連票数 計 ３９９６１６ 的中 �� ７１１０（１６番人気）
馬単票数 計 ２６８０７７ 的中 �� ２６６６（２９番人気）
ワイド票数 計 １８５５４１ 的中 �� ３６６６（１３番人気）�� １６２５２（１番人気）�� ３４２４（１４番人気）
３連複票数 計 ６１２２９１ 的中 ��� １１６３１（５番人気）
３連単票数 計１０９２４５２ 的中 ��� ２６０１（５１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．８―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３３．２―４３．７

上り４F４３．７－３F３３．３
勝馬の
紹 介

リネンパズル �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００９．６．２０ 福島１着

２００７．３．２９生 牝４鹿 母 アルテミスターキン 母母 シャコージュノー ２５戦３勝 賞金 ４４，４０４，０００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 コーラルビュー号・タツフラッシュ号・ディープインアスク号



３１１０７１１月１２日 曇 重 （２３新潟５）第９日 第１１競走 ��１，２００�
く ろ さ き

黒 埼 特 別
発走１５時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．１１．１３以降２３．１１．６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５９ コウエイフラッシュ �５鹿 ５５ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７８＋ ４１：０９．２レコード ４．８�

６１１ タンジブルアセット 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７８＋ ６１：０９．８３� ３．１�
８１４ ウォータールルド 牡３黒鹿５４ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８４－ ２１：１０．３３ ５．７�
４６ ワンダーキラメキ 牡５栗 ５４ 村田 一誠山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８６－ ４１：１０．７２� ３０．８�
７１２� エーシンビッグシー 牡５芦 ５４ 高倉 稜�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５０８＋１０ 〃 アタマ ４１．４�
２３ サクラナスカ 牝５黒鹿５２ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４３８－１４ 〃 ハナ ３０．４�
３４ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿５２ 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ １５．１	
３５ � セイウンリファイン 牡５鹿 ５４ 津村 明秀西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８０＋ ４１：１０．８クビ ２２．９

５８ ハニーメロンチャン 牝４栗 ５２ 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４８０－ ４１：１１．０１� １８．１�
１１ スプリングルーシー 牝６鹿 ５３ 丸田 恭介加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４９２＋２４ 〃 ハナ ８．６�
６１０ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５３ 川須 栄彦小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 ４８４＋２４１：１１．１� ６５．６
８１５� タニマサホーク 牡４鹿 ５４ 吉田 隼人谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０６－ ６１：１１．３１� １０．３�
２２ � アグネスポライト 牡７鹿 ５３ 国分 優作渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &

Cynthia Busby ５０４＋ ２ 〃 クビ １３８．１�
７１３ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５２ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０１：１１．６１	 １７．５�
４７ ブラックルーラー 牡６黒鹿５３ 松田 大作吉田 照哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：１２．９８ １１９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，１２９，０００円 複勝： ２９，８５７，５００円 枠連： ２２，６４６，２００円

馬連： ７６，９６３，３００円 馬単： ４６，１２１，４００円 ワイド： ２６，９２５，４００円

３連複： １０１，８５５，２００円 ３連単： １８９，７３３，６００円 計： ５１２，２３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（５－６） ６１０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ５００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ６，５７０円

票 数

単勝票数 計 １８１２９０ 的中 � ２９７８７（２番人気）
複勝票数 計 ２９８５７５ 的中 � ６０１９４（２番人気）� ７７７８０（１番人気）� ３６９２７（３番人気）
枠連票数 計 ２２６４６２ 的中 （５－６） ２７７１４（２番人気）
馬連票数 計 ７６９６３３ 的中 �� ７７２８７（１番人気）
馬単票数 計 ４６１２１４ 的中 �� ２１０８５（２番人気）
ワイド票数 計 ２６９２５４ 的中 �� ２６４３６（１番人気）�� １２１９１（３番人気）�� ２０１４８（２番人気）
３連複票数 計１０１８５５２ 的中 ��� ５３００８（１番人気）
３連単票数 計１８９７３３６ 的中 ��� ２１３３６（４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．０―１２．０―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．３―４５．３―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイフラッシュ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．７．２０ 小倉５着

２００６．３．１７生 �５鹿 母 スエヒロサプライズ 母母 スエヒロジョウオー ２１戦４勝 賞金 ５４，４２４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ウッドシップ号・エーシンボダイジュ号・スピーディセイコー号・トウカイレジーナ号・ドクトルジバゴ号・

トーセンディケム号・ユウキアックン号

３１１０８１１月１２日 曇 良 （２３新潟５）第９日 第１２競走 ��１，８００�
し ち く や ま

紫 竹 山 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 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４８ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０－ ２１：４７．１ ５５．９�

８１８ デーヴァローカ 牡３栗 ５５ 荻野 琢真吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６ 〃 クビ ４１．８�
６１２ スマートリバティー 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４３２－ ８１：４７．２� １０．２�
２４ � ロットネスト 牡３鹿 ５３ 木幡 初広 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

５０４＋２２ 〃 ハナ ３０．７�
１１ リルバイリル �３鹿 ５５ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７２± ０１：４７．４１ １２．４�
６１１ マイネルヴァルム 牡３青鹿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 コスモヴューファーム ４５８＋ ２ 〃 クビ １１１．７	
７１４� シャイニングサヤカ 牝４黒鹿５５ 黛 弘人田原 邦男氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 ４７４＋ ６１：４７．５	 １１．０

７１５ サンレガーロ 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２６＋ ６１：４７．６クビ ９．５�
８１７ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ １０．３�
７１３ フクラムサイフ 牡３鹿 ５５ 川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ ４．９
５９ ニチドウルチル 牝４栗 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８２－１２１：４７．７クビ ３９．４�
５１０� エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６０－ ２１：４７．８	 ６８．０�
８１６ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５３ 津村 明秀 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ８ 〃 クビ １８．２�
２３ プレミアムテースト 牡３青 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ３．５�
４７ モ ビ ー ル 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８１：４７．９� １９．２�
３５ ヤマニンシバルリー 牡３青鹿５５ 吉田 隼人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８０± ０１：４８．２１� １６．９�
１２ ハッピースカッシュ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ４１：４９．８１０ ２９４．７�
３６ � ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４８０＋ ２１：４９．９	 ３３３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４２８，０００円 複勝： ３６，５７７，７００円 枠連： １７，６５２，８００円

馬連： ５９，８４９，３００円 馬単： ３５，３０５，２００円 ワイド： ２３，４６６，５００円

３連複： ７５，６５０，５００円 ３連単： １３５，９０１，５００円 計： ４０５，８３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５９０円 複 勝 � １，４７０円 � １，３４０円 � ３４０円 枠 連（４－８） ３，７００円

馬 連 �� ５４，７４０円 馬 単 �� １２７，１００円

ワ イ ド �� １１，０５０円 �� ５，１８０円 �� ５，７３０円

３ 連 複 ��� １８６，１１０円 ３ 連 単 ��� １，３０２，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１４２８０ 的中 � ３０２３（１４番人気）
複勝票数 計 ３６５７７７ 的中 � ６１１７（１５番人気）� ６７７０（１４番人気）� ３１９５８（５番人気）
枠連票数 計 １７６５２８ 的中 （４－８） ３５３０（１４番人気）
馬連票数 計 ５９８４９３ 的中 �� ８０７（９８番人気）
馬単票数 計 ３５３０５２ 的中 �� ２０５（２０９番人気）
ワイド票数 計 ２３４６６５ 的中 �� ５２０（９３番人気）�� １１１８（５６番人気）�� １０１０（５９番人気）
３連複票数 計 ７５６５０５ 的中 ��� ３００（３５６番人気）
３連単票数 計１３５９０１５ 的中 ��� ７７（２２６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．８―４８．１―１：００．４―１：１２．８―１：２４．３―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３
３ ５，９－７，１１（１，８）（１４，１６）（４，１５）１０（２，１８）（６，１３）１２－３，１７ ４ ５，９－（１，７，１１）（４，８，１６）（１４，１５）１０（２，６，１８）１３，１２（３，１７）

勝馬の
紹 介

メルヴェイユドール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉２着

２００７．１．２９生 牝４黒鹿 母 ゴールデンサッシュ 母母 ダイナサツシユ ２１戦２勝 賞金 ３２，４４１，０００円
〔制裁〕 フクラムサイフ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路

影響）
※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 ケイアイアルテミス号・ジュヴェビアン号・ミラクルレーサー号



（２３新潟５）第９日 １１月１２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

１７５，９１０，０００円
１，０９０，０００円
１２，９２０，０００円
１，９６０，０００円
１６，５９０，０００円
５９，００４，０００円
４，６５４，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
１５５，６２４，８００円
２４６，６１７，０００円
１１７，６６３，９００円
３６２，１２１，５００円
２５３，５３７，１００円
１６６，３７８，２００円
５０６，７８２，９００円
９２３，７２２，１００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 ２，７３２，４４７，５００円

総入場人員 ８，５２２名 （有料入場人員 ７，４８６名）


