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１３０３７ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

７１３ スズカキングダム 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７４± ０１：５６．２ ２．８�

５９ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム B５０４－ ４ 〃 クビ ５．５�
５８ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７０＋ ２１：５７．５８ ６．９�
４６ ダ ヴ ィ ー ド 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ２１：５７．６クビ ５．６�
２３ マサノジンライ 牡３栗 ５６ 村田 一誠中村 和夫氏 栗田 徹 日高 道見牧場 ４９２＋１２１：５７．７� １４１．８�
３５ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ９．７�
６１０ シンゼンユメノスケ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４７８－１２１：５８．１２� １８．９	
１１ シーフェリックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４４４± ０１：５８．２� １２．８

７１２ ナンヨーガンバロー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次中村 �也氏 手塚 貴久 新ひだか 増本牧場 ５０６＋ ４１：５８．５１� ７１．６�
３４ シャイボーイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松田 整二氏 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４７２－ ２１：５８．８１� １５．３�
６１１ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 ４６２± ０１：５９．１２ １４８．２
４７ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一�大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １０８．０�
８１４ スキップビート 牡３栃栗 ５６

５３ ▲横山 和生千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 ４６８ ―１：５９．４１� １０２．１�
２２ エフティヤマト 牡３青 ５６ 中谷 雄太吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 B４６０－１０１：５９．７２ １２９．３�
８１５ ワンダフルパワフル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４± ０ （競走中止） ２５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，１２０，９００円 複勝： １８，０４０，３００円 枠連： ７，９４１，８００円

馬連： ２０，１７２，９００円 馬単： １５，６７１，５００円 ワイド： １１，１２７，６００円

３連複： ３１，９８２，１００円 ３連単： ５１，４０６，４００円 計： １６５，４６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（５－７） ４３０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ５，４３０円

票 数

単勝票数 計 ９１２０９ 的中 � ２６３８０（１番人気）
複勝票数 計 １８０４０３ 的中 � ６８６４３（１番人気）� ２０１０２（４番人気）� ２３３２７（２番人気）
枠連票数 計 ７９４１８ 的中 （５－７） １３９１２（１番人気）
馬連票数 計 ２０１７２９ 的中 �� １８１７５（１番人気）
馬単票数 計 １５６７１５ 的中 �� ８２５１（３番人気）
ワイド票数 計 １１１２７６ 的中 �� ９０５６（１番人気）�� ８１７３（２番人気）�� ４２０６（６番人気）
３連複票数 計 ３１９８２１ 的中 ��� １６５００（１番人気）
３連単票数 計 ５１４０６４ 的中 ��� ６９９８（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．８―１３．９―１３．６―１３．５―１３．４―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．７―５０．６―１：０４．２―１：１７．７―１：３１．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．５
１
３
１，９，８，１３（４，１０）（２，１５）７，１２，５－１４（６，１１）－３・（１，９）（４，８）１３（２，１０）－１２，７（１１，１４，３）（５，６）＝１５

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

勝馬の
紹 介

スズカキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２６ 京都８着

２００９．４．６生 牡３鹿 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔競走中止〕 ワンダフルパワフル号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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 トーセンボス号

１３０３８ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４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

５９ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：２１．９ ７．１�

３６ アクアライン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４３８－１０１：２２．１１� ６．４�
４７ エンドレスノット 牝３鹿 ５４ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０１：２３．１６ １．６�
３５ デイジーバローズ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４２＋ ６１：２３．３１� １４．６�
８１６ コスモアステリクス 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム ４２０＋ ４ 〃 クビ ２８．４�
７１３ レーヴドマリー 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 新ひだか 橋本牧場 ４２４ ―１：２３．４� ６６．６	
２３ ヤマトサクラコ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ４ 〃 ハナ １７．８

７１４ ジェラテリア 牝３黒鹿５４ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 宗像 義忠 新ひだか 有限会社石川牧場 B４８４ ―１：２３．５� ４６．６�
８１５ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ４１：２３．７１� ３６．４�
１１ キョウワアリス 牝３青鹿５４ 大野 拓弥�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ ８５．９
２４ タイキパピヨン 牝３鹿 ５４ 松田 大作�大樹ファーム 梅内 忍 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４０６－１８１：２３．８クビ ２６９．３�
６１１ ディジェスティフ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �グリーンファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２ 〃 ハナ ２４．５�
５１０ ラインレベッカ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 領家 政蔵 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９２＋ ４１：２３．９� ５５．７�
４８ サマニビューティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１８－ ２１：２４．０� ２６９．３�
１２ エ タ ニ テ ィ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 日高 小西ファーム ４８６＋１８１：２４．７４ １３３．１�
６１２ ジュンジョウカレン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�小林牧場 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 ４７４ ―１：４２．８大差 １３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７０９，８００円 複勝： ３２，３６４，１００円 枠連： ７，３９３，１００円

馬連： ２３，２７０，８００円 馬単： ２０，２１０，６００円 ワイド： １２，１５４，５００円

３連複： ３２，１３６，９００円 ３連単： ６１，８５４，１００円 計： ２０２，０９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（３－５） １，０３０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２６０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ９，３１０円

票 数

単勝票数 計 １２７０９８ 的中 � １４２２９（３番人気）
複勝票数 計 ３２３６４１ 的中 � ２５５９８（３番人気）� ３５３８７（２番人気）� １９４６２１（１番人気）
枠連票数 計 ７３９３１ 的中 （３－５） ５３３５（４番人気）
馬連票数 計 ２３２７０８ 的中 �� １３３４１（５番人気）
馬単票数 計 ２０２１０６ 的中 �� ４０９０（１２番人気）
ワイド票数 計 １２１５４５ 的中 �� ６４６７（４番人気）�� １１２１４（２番人気）�� １９２９０（１番人気）
３連複票数 計 ３２１３６９ 的中 ��� ２９７７３（１番人気）
３連単票数 計 ６１８５４１ 的中 ��� ４９０５（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．１―１１．５―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．６―５８．１―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガセニョリーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Efisio デビュー ２０１１．１１．１２ 京都３着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔その他〕 ジュンジョウカレン号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。

第１回 新潟競馬 第４日



１３０３９ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

４７ � アートオブキング 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B４５０＋ ２１：１２．６ ８．９�

５９ ヒカリホクサイ 牡３鹿 ５６ 石神 深一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４６６＋ ６１：１３．２３� ２．０�
７１２ ドラゴンエッグ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ８．４�
６１１ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２２± ０１：１３．５１� ２２．７�
１１ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４４０－ ４１：１３．９２� １４．６�
７１３ ワイルドガンズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 下河辺牧場 B４５６－ ４１：１４．２１� １８．２�
５８ ナイスルール 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４５２＋ ２１：１４．３� １６３．４	
２２ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６８± ０１：１４．５１ １０１．９

３５ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：１４．９２� ７６．８�
２３ コンプトンジュエル 牡３芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 むかわ 上水牧場 ４３６± ０１：１５．２２ ５．２�
８１４ シルクダヴィンチ 牡３栗 ５６ 田中 博康有限会社シルク二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ６１：１５．４１� １８．５
８１５ スポーツコート 牡３青 ５６ 丹内 祐次田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４６０－ ８１：１５．７１� ２３．５�
４６ � シゲルカカオ 牝３栗 ５４ 川島 信二 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 米 Cloverleaf

Farms II ４６２－ ２１：１６．３３� ９２．５�
３４ マダムプレジデント 牝３栗 ５４ 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４８６ ―１：１６．４� ９６．３�
６１０ ハ バ ネ ラ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 ４３０－１０１：１７．５７ ２２２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９７７，５００円 複勝： １８，６０２，８００円 枠連： ８，０６３，２００円

馬連： ２２，８４６，２００円 馬単： １９，５１２，８００円 ワイド： １２，０３６，１００円

３連複： ３２，９９４，４００円 ３連単： ６０，６８１，４００円 計： １８７，７１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－５） ９２０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ８９０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，１３０円

票 数

単勝票数 計 １２９７７５ 的中 � １１５２５（４番人気）
複勝票数 計 １８６０２８ 的中 � １４２７３（４番人気）� ７３１０４（１番人気）� １９８１４（３番人気）
枠連票数 計 ８０６３２ 的中 （４－５） ６５１５（４番人気）
馬連票数 計 ２２８４６２ 的中 �� １８２０１（３番人気）
馬単票数 計 １９５１２８ 的中 �� ５５５２（９番人気）
ワイド票数 計 １２０３６１ 的中 �� ６０９７（３番人気）�� ３０７４（１１番人気）�� １０４１２（２番人気）
３連複票数 計 ３２９９４４ 的中 ��� １１４１３（４番人気）
３連単票数 計 ６０６８１４ 的中 ��� ３４１２（３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１１．７―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．５―３５．２―４７．５―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アートオブキング �
�
父 Proud Citizen �

�
母父 Lear Fan デビュー ２０１１．１２．４ 阪神３着

２００９．４．２２生 牡３栗 母 With Every Wish 母母 Amo ６戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 ヒカリホクサイ号の騎手石神深一は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハバネラ号は，平成２４年７月１３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 シゲルパッション号・スズカパートナー号

１３０４０ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第４競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

２３ ローリングストーン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４７０－ ８２：２８．３ ４．９�

６１２ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 田中 博康宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４６８＋ ６２：２８．５１� ７．６�
３６ マイネルリヒト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４４８± ０２：２８．９２� ３．１�
８１６ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０６＋１２２：２９．４３ ９．６�
６１１ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 中舘 英二大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ５．３�
８１５ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４８８＋ ２２：２９．５クビ ６．３�
７１４ レッドエナジー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹	コオロ 木村 哲也 新冠 ムラカミファーム ４３８－ ４２：２９．８１� ９５．９

５１０ オースミムーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４５４＋１０２：２９．９� １３９．６�
７１３ クレバーウイナー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次田� 正明氏 石毛 善彦 えりも エクセルマネジメント ５３６＋ ６２：３０．０� ６２．６
４７ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２７．９�
２４ トーホウチャペル 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 ４３２＋ ２２：３０．７４ ７３．４�
４８ リンガスキッド 牡３栗 ５６ 西田雄一郎伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５４－ ２ 〃 クビ １７０．３�
５９ プリンスオブパゴダ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 	サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４３４－ ２２：３０．８� ２６．８�
１１ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４３６－ ２２：３１．８６ １２６．９�
３５ マホウノランプ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４３８± ０２：３３．０７ １５７．２�
１２ サウンドカフェ 牝３黒鹿５４ 松田 大作増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 信成牧場 ４３４ ―２：３４．２７ １１２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６０９，７００円 複勝： １７，５８９，１００円 枠連： ８，９７１，４００円

馬連： ２１，２４８，５００円 馬単： １６，２６０，８００円 ワイド： １０，９８０，６００円

３連複： ３０，３６１，７００円 ３連単： ５０，３０９，５００円 計： １６６，３３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－６） ７７０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １３，１２０円

票 数

単勝票数 計 １０６０９７ 的中 � １７１９３（２番人気）
複勝票数 計 １７５８９１ 的中 � ３１００４（２番人気）� ２１３６３（４番人気）� ３２１８７（１番人気）
枠連票数 計 ８９７１４ 的中 （２－６） ８６７２（４番人気）
馬連票数 計 ２１２４８５ 的中 �� ８４９７（９番人気）
馬単票数 計 １６２６０８ 的中 �� ３１４９（１７番人気）
ワイド票数 計 １０９８０６ 的中 �� ４３４９（６番人気）�� １１４２４（１番人気）�� ４９０９（５番人気）
３連複票数 計 ３０３６１７ 的中 ��� １３３４１（３番人気）
３連単票数 計 ５０３０９５ 的中 ��� ２８３２（３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．４―１２．３―１４．０―１３．９―１３．５―１２．２―１１．８―１１．９―１２．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．７―１：００．７―１：１４．６―１：２８．１―１：４０．３―１：５２．１―２：０４．０―２：１６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．２
１
３
１６－１２，１４，７（８，１１）５（６，１０）４，９，３，１５，１３－２，１・（１６，１０）－１２（１４，１１）７（８，６）５（９，３）１３，４，１５＝１－２

２
４

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

ローリングストーン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１１．９．１１ 中山４着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 ジ ョ リ ー ン 母母 マ シ ェ ア ー １０戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドカフェ号は，平成２４年６月１３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 タイセイハリケーン号



１３０４１ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４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

８１５ サクラヴィクトリー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４７０＋ ４１：４６．５ ３．１�

４７ レッドルイーザ 牝３栗 ５４
５１ ▲横山 和生 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４６８－ ４１：４６．６� ２．９�

７１３� ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 中谷 雄太�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５０２± ０１：４６．７� １６．８�
６１１ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２８－ ４１：４７．１２� １６２．６�
８１６ サムライタム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６８ ―１：４７．６３ １９６．１�
１１ ハギノウィッシュ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４７．７� ４．５	
１２ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９８＋ ６１：４７．８� １０．３

６１２ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４２８－ ２１：４７．９� １０．９�
５９ ショウナンカーメル 牡３栗 ５６ 古川 吉洋�湘南 古賀 史生 平取 高橋 幸男 ５０８＋ ２１：４８．１１	 ３００．０
３６ タマモスキップ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４８＋ ８１：４８．４１� ３３．０�
７１４ メイショウアマクサ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 矢野牧場 ４６６＋ ６１：４８．５� ５０．７�
２４ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２２－ ６１：４９．１３� ６４．６�
４８ ウェイティングバー 牡３青鹿５６ 丹内 祐次キャピタルクラブ 和田正一郎 青森 諏訪牧場 ５２０ ―１：５０．６９ ３４３．３�
３５ ナンヨーオーウ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気中村 �也氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５２４ ― 〃 ハナ １０２．９�
５１０ コ ナ セ ラ ー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８１：５１．４５ ４７．６�
２３ バンブトンカツ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４６６＋１２１：５３．０１０ １２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５０４，７００円 複勝： ２３，３０３，２００円 枠連： ９，３０７，１００円

馬連： ２６，１４５，０００円 馬単： １９，５１９，６００円 ワイド： １４，１９３，５００円

３連複： ３５，５９８，０００円 ３連単： ６１，６９４，９００円 計： ２０４，２６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ５００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ７５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� ８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １４５０４７ 的中 � ３７０４５（２番人気）
複勝票数 計 ２３３０３２ 的中 � ５１２２５（２番人気）� ５８３５４（１番人気）� １２４１７（６番人気）
枠連票数 計 ９３０７１ 的中 （４－８） １３９８０（２番人気）
馬連票数 計 ２６１４５０ 的中 �� ４２００２（１番人気）
馬単票数 計 １９５１９６ 的中 �� １５２０３（１番人気）
ワイド票数 計 １４１９３５ 的中 �� １６９８９（１番人気）�� ４１８２（１１番人気）�� ６０７５（６番人気）
３連複票数 計 ３５５９８０ 的中 ��� ９３８５（８番人気）
３連単票数 計 ６１６９４９ 的中 ��� ５２９２（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３４．３―４６．２―５８．５―１：１１．０―１：２２．９―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
３ ・（３，４）（６，１５）（２，１）１０（１２，１１）－（１３，１４）（８，７）－（９，１６）＝５ ４ ・（３，４）（６，１５）（２，１）１２（１０，１１）（１３，１４）（８，７）（９，１６）－５

勝馬の
紹 介

サクラヴィクトリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．１．２９ 京都９着

２００９．５．５生 牡３栗 母 サクラヴィクトリア 母母 サクラユスラウメ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 ショウナンカーメル号の調教師古賀史生は，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〕 ウェイティングバー号・ナンヨーオーウ号・コナセラー号・バンブトンカツ号は，平成２４年６月１３日

まで平地競走に出走できない。

１３０４２ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第６競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３５ � シンビオシス �５青鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７４＋ ２１：１２．６ ８．７�

３４ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８０－ ２１：１２．７� ３．９�
５８ リバーロイヤル 牡４栗 ５７

５４ ▲横山 和生河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４５８＋ ４１：１２．９１ ３２．３�
４６ ガールズストーリー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２２± ０ 〃 ハナ ４．３�
６１０� ゴールドサムソン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ４１：１３．０� １７．２�
６１１ テングジョウ 牝７鹿 ５５ 黛 弘人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ６１：１３．２１� ８．９�
１１ サイズミックレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７０－１０１：１３．７３ ８．８	
７１２ メイショウヴァルナ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 好
氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ５９．８�
２３ � ヴ ィ オ ニ エ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 山野牧場 ４５４＋ ６１：１３．８� １７６．７�
４７ � エドノコウタロー 牡５鹿 ５７ 池崎 祐介西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 森 俊雄 ５２８－１４１：１４．０１� １５８．７
８１５ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 田中 健久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４２２＋ ２１：１４．２１� ３６．４�
２２ � クリーンイメージ 牡４栗 ５７ 大下 智石橋 和夫氏 武 宏平 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ７１：１４．４１� ２８．３�
７１３ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７ 荻野 琢真広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９４＋ ２１：１５．７８ ４．８�
５９ � サマービーチ 牝４栗 ５５

５２ ▲森 一馬仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 B４６６± ０１：１５．８� ５６．５�
８１４ ビップセンノセン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４８＋ ２１：１７．９大差 ４６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８６３，１００円 複勝： １５，２２０，７００円 枠連： ７，７７２，３００円

馬連： ２１，７２２，３００円 馬単： １５，２３５，９００円 ワイド： １０，０００，８００円

３連複： ３０，３０８，３００円 ３連単： ５１，２５３，９００円 計： １６１，３７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ７１０円 枠 連（３－３） １，３６０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ３，７８０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� １７，７００円 ３ 連 単 ��� １０３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ９８６３１ 的中 � ８９４３（４番人気）
複勝票数 計 １５２２０７ 的中 � １８９５８（４番人気）� ２３２６１（２番人気）� ４４８９（８番人気）
枠連票数 計 ７７７２３ 的中 （３－３） ４２２４（６番人気）
馬連票数 計 ２１７２２３ 的中 �� １２５５７（４番人気）
馬単票数 計 １５２３５９ 的中 �� ３３８３（１０番人気）
ワイド票数 計 １００００８ 的中 �� ５２００（３番人気）�� ６１９（４１番人気）�� １１０５（１９番人気）
３連複票数 計 ３０３０８３ 的中 ��� １２６４（４７番人気）
３連単票数 計 ５１２５３９ 的中 ��� ３６５（２８２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．５―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．６―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シンビオシス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ

２００７．４．２２生 �５青鹿 母 ワールドロッチ 母母 カリビアンロッチ ２１戦１勝 賞金 １５，７７０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップセンノセン号は，平成２４年６月１３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 キングカイ号



１３０４３ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

８１３ ゴールデングローブ 牝４栗 ５５ 松山 弘平 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４＋１０１：５９．８ ４．０�

４５ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 西田雄一郎吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４６８－１４２：００．０１� ５２．２�
２２ スイートテン 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５２４＋ ６２：００．１� ７．７�
３３ ウインルキア 牝４青鹿５５ 吉田 隼人�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ３９８＋ ２２：００．２� ６．０�
６１０ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２＋１２ 〃 クビ ５．１�
５８ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 丸山 元気 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ４２：００．３� １６．５	
６９ ク リ ア キ ー 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４６－ ６２：００．４クビ ５９．７

４６ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ６４．８�
１１ ク ラ ベ ス 牝４黒鹿５５ 田中 博康下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ４２：００．５� ４．４
７１１� スターリットスカイ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６２＋１２ 〃 クビ １２．６�
３４ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 松田 大作立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６６＋ ６２：００．９２� １１６．４�
８１４ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ ６１．９�
５７ タキオンコウショウ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６０± ０２：０１．０� ２１．６�
７１２� ダイシンマジック 牝５黒鹿５５ 宮崎 北斗大八木信行氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：０２．４９ ３７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０９５，３００円 複勝： １９，３２８，０００円 枠連： ７，８１９，２００円

馬連： ２６，１９３，５００円 馬単： １８，１３４，９００円 ワイド： １２，８１０，０００円

３連複： ３７，１８８，３００円 ３連単： ６３，７９５，１００円 計： １９７，３６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 � １，０４０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ４，２３０円

馬 連 �� １１，３５０円 馬 単 �� １８，５４０円

ワ イ ド �� ３，２５０円 �� ７７０円 �� ４，４９０円

３ 連 複 ��� ２０，７３０円 ３ 連 単 ��� １４０，５４０円

票 数

単勝票数 計 １２０９５３ 的中 � ２３９４５（１番人気）
複勝票数 計 １９３２８０ 的中 � ２９２３７（２番人気）� ３８９６（１０番人気）� ２１５５１（５番人気）
枠連票数 計 ７８１９２ 的中 （４－８） １３６６（２０番人気）
馬連票数 計 ２６１９３５ 的中 �� １７０４（３２番人気）
馬単票数 計 １８１３４９ 的中 �� ７２２（５８番人気）
ワイド票数 計 １２８１００ 的中 �� ９４８（３６番人気）�� ４３６０（８番人気）�� ６８１（５０番人気）
３連複票数 計 ３７１８８３ 的中 ��� １３２４（５９番人気）
３連単票数 計 ６３７９５１ 的中 ��� ３３５（４１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．４―１２．１―１２．９―１２．３―１１．６―１１．０―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．９―４８．０―１：００．９―１：１３．２―１：２４．８―１：３５．８―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
３ ・（７，２）－５－（３，１０）（１，６，８）９，１１，４，１３－１４－１２ ４ ・（７，２）－５－（３，１０）（１，６，８）９－（４，１１）１３－１４－１２

勝馬の
紹 介

ゴールデングローブ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１１．２．５ 京都４着

２００８．４．２９生 牝４栗 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn １０戦２勝 賞金 ２４，２５２，０００円

１３０４４ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

２３ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６８± ０１：１２．４ ４．１�

３４ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 木幡 初広加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ２１．４�
６１０ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ 上村 洋行吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５０４± ０１：１２．６１� １２．４�
５８ ジ ャ ベ リ ン 牡４栗 ５７ 古川 吉洋石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４８８－ ３１：１２．７� ３．８�
７１３ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 B４９４－ ２１：１２．９� ２２．７�
５９ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 B４９２－ ４１：１３．２１� ８．３�
４６ 	 エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４６８± ０１：１３．３� １６．３	
３５ ガッチリガッチリ 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８８＋ ４１：１３．４クビ ２２．４

７１２ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 荻野 琢真泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 沖田 哲夫 ５４６＋ ６１：１３．５� １９８．３�
４７ タングルジャングル 牡４鹿 ５７ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ２１：１３．６� ５．４
６１１
 ホウショウアビル 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm ４８４＋ ４ 〃 クビ １３１．５�
８１５ コスモハンサム 牡４栗 ５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６６－ ２１：１３．９１� ３６．６�
２２ アドバンスペリー 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８４± ０１：１４．２２ ６５．０�
８１４	 ギャラントブーボ 牡６栗 ５７ 的場 勇人志野まつの氏 的場 均 日高 タバタファーム ５１０＋ ８ 〃 クビ ２４８．７�
１１ 	 セイコーフジ 牡４青 ５７ 吉田 隼人平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６１：１５．１５ ９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，６８２，７００円 複勝： １９，９９５，０００円 枠連： ９，９０６，３００円

馬連： ２７，２３８，７００円 馬単： １９，２１３，１００円 ワイド： １４，６４５，６００円

３連複： ３８，１２５，７００円 ３連単： ６６，６３７，９００円 計： ２０８，４４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ４６０円 � ３８０円 枠 連（２－３） １，８１０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，２５０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� １１，６８０円 ３ 連 単 ��� ５８，９００円

票 数

単勝票数 計 １２６８２７ 的中 � ２４８７４（２番人気）
複勝票数 計 １９９９５０ 的中 � ３７７９８（２番人気）� ９９０２（８番人気）� １２６４６（７番人気）
枠連票数 計 ９９０６３ 的中 （２－３） ４０４３（８番人気）
馬連票数 計 ２７２３８７ 的中 �� ６５６８（１１番人気）
馬単票数 計 １９２１３１ 的中 �� ２８０４（１８番人気）
ワイド票数 計 １４６４５６ 的中 �� ５４７９（５番人気）�� ２８７０（１６番人気）�� １２０３（３８番人気）
３連複票数 計 ３８１２５７ 的中 ��� ２４０９（３８番人気）
３連単票数 計 ６６６３７９ 的中 ��� ８３５（１９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１２．６―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．６―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンナスクラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２０１０．７．１０ 福島４着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody １７戦２勝 賞金 ３０，４７０，０００円
〔制裁〕 スマイリングムーン号の騎手上村洋行は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（７番・６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アユミチャン号・ゲンパチマイラヴ号・スズカハイライト号・ドナリサ号・ヒシサッチモ号・マルターズブレーヴ号・

ラビットファレル号



１３０４５ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第９競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５９ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４９０＋ ２１：３４．６ ９．５�

４７ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 �渡 信義 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ５．６�
２３ トーセンマルス 牡４鹿 ５７ 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 クビ １２．８�
４６ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：３４．８１� ３．４�
８１５ マイネルマルシェ 牡５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 ４５２－ ２１：３５．０１� １２．４	
７１３ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１２－ ４ 〃 アタマ ４．０

８１４ カ ガ タ イ キ 牡４栗 ５７

５４ ▲森 一馬香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４７８＋ ８１：３５．１� ９．７�
６１０� ホワイトミーナ 牝５芦 ５５

５２ ▲西村 太一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４５０＋ ６１：３５．４２ ４３．６�
３４ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６２＋ ２１：３５．５� １０．７
７１２ ヒダカタイザン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 ４３６＋１８ 〃 クビ ８２．２�
２２ � ビービービーム 牡６黒鹿５７ 松田 大作�坂東牧場 吉村 圭司 大樹 大樹ファーム ４５４－ ８１：３５．６� ４６．５�
６１１ チタニウムヘッド 牡５芦 ５７ 田中 博康 �グリーンファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：３６．０２� １４１．７�
５８ ナンヨーオウトー 牡４栗 ５７ 松山 弘平中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５００± ０１：３６．７４ ２００．３�
１１ � コウユーネガイ 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行加治屋康雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 ４７８－ ４１：３６．９１� １２３．６�

（１４頭）
３５ モンサンアポロ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，５７９，９００円 複勝： ２５，２０１，５００円 枠連： １１，８２７，３００円

馬連： ３７，６５６，０００円 馬単： ２４，２９０，３００円 ワイド： １６，３０２，６００円

３連複： ４５，５７９，５００円 ３連単： ８４，８６８，１００円 計： ２６１，３０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２６０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（４－５） １，１６０円

馬 連 �� ４，０７０円 馬 単 �� ７，７３０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，０７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １１，２９０円 ３ 連 単 ��� ７２，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 １５５７９９（返還計 ３９） 的中 � １３０４４（４番人気）
複勝票数 差引計 ２５２０１５（返還計 １４６） 的中 � ２６２６０（４番人気）� ２５１６５（５番人気）� ２２０５７（６番人気）
枠連票数 差引計 １１８２７３（返還計 １ ） 的中 （４－５） ７５５４（６番人気）
馬連票数 差引計 ３７６５６０（返還計 ２２２） 的中 �� ６８３６（１６番人気）
馬単票数 差引計 ２４２９０３（返還計 ８３） 的中 �� ２３２２（３４番人気）
ワイド票数 差引計 １６３０２６（返還計 ８９） 的中 �� ３３２６（１７番人気）�� ３８２５（１３番人気）�� ２３４３（２４番人気）
３連複票数 差引計 ４５５７９５（返還計 ６０８） 的中 ��� ２９８０（４２番人気）
３連単票数 差引計 ８４８６８１（返還計 ８６７） 的中 ��� ８６２（２４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．４―１２．７―１２．３―１１．０―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３５．５―４８．２―１：００．５―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイソニック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１２．１４ 中山３着

２００６．５．２２生 牡６黒鹿 母 トウカイファニー 母母 トウカイスズラン １１戦３勝 賞金 ２８，５０４，０００円
〔出走取消〕 モンサンアポロ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 トーセンマルス号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

カガタイキ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

１３０４６ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第１０競走 ��
��１，０００�は や ぶ さ 賞

発走１４時４０分 （芝・直線）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

３６ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 田中 博康中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４８４＋１０ ５５．３ ８３．１�

８１５ オレニホレルナヨ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ６．９�
１２ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ６ ５５．４� １８５．５�
２３ マ ロ ン ク ン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７４－ ２ ５５．６１ １７．４�
１１ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ２ ５５．７� ２．２�
８１６� サウンドガガ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４５６－ ６ ５５．８� ８．５	
６１２ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 木幡 初広南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ６．７

４８ ローレルエナジー 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ４９６－ ２ ５５．９� １４．８�
５９ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２２－ ６ ５６．０クビ １０３．５�
２４ シーキングザスター 牝３鹿 ５４ 西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４４０＋ ８ ５６．１� ３９．９
７１４ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６６＋ ６ ５６．２� ６７．８�
４７ ルタンデスリーズ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ３２．６�
７１３ アルファジョイー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８２－ ２ ５６．６２� ７．９�
５１０ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 中舘 英二井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ３７．７�
６１１	 ドーリーガール 牝３栗 ５４ 荻野 琢真モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 ４０６－１２ ５６．７� ２７１．１�
３５ ソロデビュー 牝３黒鹿５４ 川島 信二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ７６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，００１，４００円 複勝： ２９，０８８，６００円 枠連： １８，８７５，０００円

馬連： ５２，６１５，１００円 馬単： ４２，０９８，３００円 ワイド： ２０，８７３，４００円

３連複： ７３，７４６，４００円 ３連単： １３７，１６６，９００円 計： ４００，４６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，３１０円 複 勝 � １，２４０円 � ３００円 � ３，５９０円 枠 連（３－８） ４，９６０円

馬 連 �� １８，２２０円 馬 単 �� ５５，７８０円

ワ イ ド �� ３，０１０円 �� ３４，１５０円 �� １１，１２０円

３ 連 複 ��� ５９１，５８０円 ３ 連 単 ��� ４，８２０，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２６００１４ 的中 � ２４６７（１３番人気）
複勝票数 計 ２９０８８６ 的中 � ５７６９（１１番人気）� ２９９３６（３番人気）� １９１３（１５番人気）
枠連票数 計 １８８７５０ 的中 （３－８） ２８０９（２０番人気）
馬連票数 計 ５２６１５１ 的中 �� ２１３２（５０番人気）
馬単票数 計 ４２０９８３ 的中 �� ５５７（１０８番人気）
ワイド票数 計 ２０８７３４ 的中 �� １７３４（３２番人気）�� １４９（１１１番人気）�� ４６０（８２番人気）
３連複票数 計 ７３７４６４ 的中 ��� ９２（４６４番人気）
３連単票数 計１３７１６６９ 的中 ��� ２１（２９５３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．６―１０．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．２―３２．８―４３．６

上り４F４３．４－３F３３．１
勝馬の
紹 介

パープルタイガー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．１０ 京都９着

２００９．５．１２生 牡３栗 母 ド ア 母母 ツジノフライヤー ８戦２勝 賞金 １７，１６４，０００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） ５頭 ドナメデューサ号・ナムラビーム号・ボストンサクラ号・ミスネバー号・モルフェフォレスト号



１３０４７ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�

あ か く ら

赤 倉 特 別
発走１５時２０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．５．１４以降２４．５．６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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．０

良

良

５１０ オマワリサン 牡４鹿 ５４ 松山 弘平小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１２－ ２２：１４．３ ６．９�

２３ � クラレットジャグ �７鹿 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７６－１２２：１４．４� ６．２�
５９ タガノキャプテン 牡５栗 ５４ 丸山 元気八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８＋ ４２：１４．５	 １０．１�
７１３ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９６－ ４２：１４．６� ２３．５�
７１４� ゲットアヘッド 牡５黒鹿５４ 村田 一誠武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １８．２�
３５ エクセリオン 牡５芦 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０２：１４．７� １０．３�
３６ シルクドルフィン 牡６鹿 ５４ 木幡 初広有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ６２：１４．８� ７．６	
１１ トーセンペトリュス 牡６栗 ５５ 川島 信二島川 
哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ ３．４�
６１１ リキアイクロフネ 牡５鹿 ５３ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２± ０ 〃 ハナ ２６．２�
２４ メイショウイチバン 牡８鹿 ５４ 荻野 琢真松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B４９０－ ８２：１４．９� ５４．４
６１２� バトルドンジョン 牡５栗 ５４ 松田 大作宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７８－ ４２：１５．０� ２２．２�
４７ アルファメガハート 牝７鹿 ５１ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５２＋ ８２：１５．２１� ３１．０�
１２ ビューティファイン 牝６栗 ５２ 嘉藤 貴行阿部 紀子氏 高橋 文雅 静内 千代田牧場 B４９４－ ２２：１５．５２ ２２．５�
４８ テイエムバゴオー 牡５黒鹿５４ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４９２＋ ２２：１６．１３� １９．６�
８１５� ベ ル タ リ ド 牡８鹿 ５４ 千葉 直人伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７８－ ２２：１６．３	 １６２．７�

（１５頭）
８１６ サウンドバスター 牡４鹿 ５６ 中舘 英二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４９４＋１６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，５１４，０００円 複勝： ３２，３１１，９００円 枠連： ３４，５１５，５００円

馬連： ９３，９０２，４００円 馬単： ５２，１０８，７００円 ワイド： ３２，２５２，４００円

３連複： １１５，７８６，３００円 ３連単： １９７，９６６，３００円 計： ５８２，３５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � ２９０円 枠 連（２－５） １，４８０円

馬 連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １，１６０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ６，１４０円 ３ 連 単 ��� ３８，１４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３５１４０（返還計 ２４４０３） 的中 � ２７２２５（３番人気）
複勝票数 差引計 ３２３１１９（返還計 ２３２９０） 的中 � ３８６４５（３番人気）� ３９６０７（２番人気）� ２７２９０（５番人気）
枠連票数 差引計 ３４５１５５（返還計 １５７４） 的中 （２－５） １７２５１（５番人気）
馬連票数 差引計 ９３９０２４（返還計２１２４３０） 的中 �� ３３２９０（４番人気）
馬単票数 差引計 ５２１０８７（返還計１１７２００） 的中 �� ８６０２（１２番人気）
ワイド票数 差引計 ３２２５２４（返還計 ５５５８８） 的中 �� ９６０７（５番人気）�� ６７６８（１２番人気）�� ８４２０（７番人気）
３連複票数 差引計１１５７８６３（返還計３９３２３７） 的中 ��� １３９３３（１２番人気）
３連単票数 差引計１９７９６６３（返還計７０６４００） 的中 ��� ３８３１（８３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１３．０―１２．９―１２．７―１２．４―１２．３―１１．２―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３６．４―４９．４―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．７―１：５０．９―２：０２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オマワリサン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．９．２６ 中山５着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ２２戦３勝 賞金 ３８，７５２，０００円
〔競走除外〕 サウンドバスター号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 エクセリオン号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１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 シンボリローレンス号・マイネルナロッサ号・ラッキーバニラ号

１３０４８ ５月１３日 晴 良 （２４新潟１）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�

さんじょう

三 条 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４４ トルバドゥール 牡４栃栗５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８１：５４．９ １．７�

８１２ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６０＋ ２ 〃 クビ ７．４�
６９ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２２－ ６１：５５．２１� １６．７�
１１ ミスタールイス 牡５青 ５７ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 原 忠夫 ４６４± ０１：５５．３クビ ８．６�
５６ エルチョコレート 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７０－ ２１：５５．５１� １０．８�
７１１ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４６± ０ 〃 クビ ９３．９�
２２ マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４７８－ ４１：５５．６� ３８．７	
３３ ラシアンウッズ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５５．８１	 ５５．６

８１３
 テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２６＋１２１：５６．０� ７．２�
４５ ハローバニヤン 牡４芦 ５７ 丸山 元気津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５４± ０１：５６．５３ ７１．５�
６８ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４４４＋ ２１：５６．６� ９３．７
７１０
 アメージングミノル 牡４鹿 ５７ 村田 一誠吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４７４＋ ２１：５７．０２� １２２．７�
５７ コスモノーハーム 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B４９６＋ ２ 〃 クビ ２７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，０３０，５００円 複勝： ４３，６１２，６００円 枠連： ２２，３７９，４００円

馬連： ６７，３３２，３００円 馬単： ５１，３６６，９００円 ワイド： ２９，３７０，６００円

３連複： ８６，８４５，４００円 ３連単： ２０８，６０２，１００円 計： ５３９，５３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ２９０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４９０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� ５，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３００３０５ 的中 � １４１５４０（１番人気）
複勝票数 計 ４３６１２６ 的中 � １５２７８７（１番人気）� ５１６０２（３番人気）� ２３２１９（６番人気）
枠連票数 計 ２２３７９４ 的中 （４－８） ５７７１５（１番人気）
馬連票数 計 ６７３３２３ 的中 �� ８９５１４（１番人気）
馬単票数 計 ５１３６６９ 的中 �� ５２２３１（１番人気）
ワイド票数 計 ２９３７０６ 的中 �� ２７７６４（２番人気）�� １４６４６（５番人気）�� ６８３３（１２番人気）
３連複票数 計 ８６８４５４ 的中 ��� ３０４１９（７番人気）
３連単票数 計２０８６０２１ 的中 ��� ２６４９２（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．８―１４．１―１３．５―１３．０―１２．８―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．１―５０．２―１：０３．７―１：１６．７―１：２９．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．２
１
３
９，５（４，８，１０）（７，１２）１３，６－１－２－１１－３・（９，５）（４，１２）（１０，１）７，１３（６，２）１１（８，３）

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

勝馬の
紹 介

トルバドゥール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２０１０．１０．９ 東京２着

２００８．５．２２生 牡４栃栗 母 サワズソング 母母 Yestday’s Kisses ８戦２勝 賞金 ２４，８６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２４新潟１）第４日 ５月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

１５５，５１０，０００円
２，０８０，０００円
５，８２０，０００円
１，６１０，０００円
１３，９７０，０００円
５９，４７７，０００円
４，６８０，０００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
１８９，６８９，５００円
２９４，６５７，８００円
１５４，７７１，６００円
４４０，３４３，７００円
３１３，６２３，４００円
１９６，７４７，７００円
５９０，６５３，０００円
１，０９６，２３６，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，２７６，７２３，３００円

総入場人員 １５，１１２名 （有料入場人員 １３，２１３名）


