
１３０２５ ５月８日 晴 稍重 （２２新潟１）第３日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走９時５５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

２２ シンボリカンヌ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５００－ ２１：５５．３ １９．９�

４５ メイキングドリーム 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４４２－ ４１：５５．７２� ８．９�
４６ � ミリオンデンジャー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ４９４－ ６１：５５．９１ ２０．５�
８１３ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ４１：５６．１１� ４．４�
１１ ジェネラルバイオ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４３２－１４ 〃 クビ ７９．８�
５７ ランドゴーカイ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４４＋ ４１：５６．３１ ２１．７	
６９ � サダルメリク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４６６－ ２ 〃 ハナ １０．３

３４ ドラゴンメッシュ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：５６．４	 １４．５�
５８ テラノステルス 牡３栗 ５６ 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 日高 北陽ファーム ４３４± ０１：５６．５クビ ９９．４�
８１４ プルムアンシエル 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４８２－１０ 〃 アタマ ６．３

（豪）

３３ フ ォ ル メ ン 牡３栗 ５６
５４ △丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４８６－ ４１：５８．１１０ ５．４�

７１２ アルコベジータ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �MSプランニング 池上 昌弘 新ひだか 畠山牧場 ５００± ０１：５８．４２ ４．３�
７１１ クニサキロンメイ 牝３青 ５４ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 新冠 安達 洋生 ４４０－ ８１：５９．５７ ２３９．４�
６１０ エスケープボーイ 牡３栗 ５６ 加藤士津八�向別牧場 加藤 和宏 浦河 向別牧場 ４８０－２６１：５９．９２� ２５２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，１１２，０００円 複勝： １５，８５８，１００円 枠連： ９，０５２，５００円

普通馬連： ２６，３８５，９００円 馬単： ２１，４１６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１１４，７００円

３連複： ４０，２５４，７００円 ３連単： ５５，１１８，７００円 計： １９０，３１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ４００円 � ３２０円 � ５００円 枠 連（２－４） ３，７５０円

普通馬連 �� ５，２７０円 馬 単 �� ８，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ３，４７０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ３１，０５０円 ３ 連 単 ��� ２００，３９０円

票 数

単勝票数 計 ９１１２０ 的中 � ３６２６（８番人気）
複勝票数 計 １５８５８１ 的中 � １０４３７（７番人気）� １３７９８（５番人気）� ７９６９（８番人気）
枠連票数 計 ９０５２５ 的中 （２－４） １７８２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２６３８５９ 的中 �� ３６９８（２４番人気）
馬単票数 計 ２１４１６６ 的中 �� １７６８（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１１４７ 的中 �� ２１１４（２２番人気）�� ９１６（４１番人気）�� １７５７（２７番人気）
３連複票数 計 ４０２５４７ 的中 ��� ９５７（９９番人気）
３連単票数 計 ５５１１８７ 的中 ��� ２０３（５９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．１―５０．４―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．９
１
３
３（５，６）（４，９，１２）（７，１４）（１１，１３）１（２，８）＝１０
３（４，５，６）９，７（１，８）２（１１，１２，１４）１３＝１０

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

勝馬の
紹 介

シンボリカンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Dancehall デビュー ２００９．１０．１８ 京都５着

２００７．３．３１生 牡３鹿 母 スイートミルド 母母 Milde ５戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 プルムアンシエル号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０２６ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

８１５ マ シ ラ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ １１：２２．６ ３３１．５�

４７ メイショウオリビア 牝３青鹿５４ 吉田 隼人松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４４４＋ ２１：２２．７� ５．６�
２４ タマモピアス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ １３．４�
６１１ キャニオンビュー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０－ ４１：２２．８� ８．１�
７１４ ニシノツインクル 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４４２－１０ 〃 クビ ５．３	

（豪）

３５ カレンナヒトミ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎北所 直人氏 堀井 雅広 新ひだか 見上牧場 ４７０＋ ６１：２３．０１� ３７．６

２３ トーホウカクテル 牝３栗 ５４ 木幡 初広東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４３４＋ ２１：２３．１クビ ６．５�
３６ オーゴンルビー 牝３栗 ５４ 松田 大作永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか タガミファーム ４７０＋ ８１：２３．３１ ５３．８�
７１３ アグネスラプチャ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４１４－１０ 〃 クビ ４１．７
５９ ギ ン マ ク 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４５８－ ６１：２３．５１ １２．４�
１２ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５４

５２ △丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４１６－ ６１：２３．７１� ３．７�
８１６ ニホンピロシュラブ 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４７６ ― 〃 クビ ５２．６�
５１０ ハルランマン 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 ４２０ ―１：２３．９１� １２．９�
４８ テンシノローズ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人杉谷 桝夫氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４７４＋ ６ 〃 ハナ ６３．７�
６１２ ベ ル ア ー ム 牝３黒鹿５４ 田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 浦河 モトスファーム ４３０＋ ４１：２５．４９ ４２６．５�
１１ ビーウイッチ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗�ジェイアール 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 ４４４－ ２１：２５．６１� １９２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，２５３，２００円 複勝： １５，８３４，６００円 枠連： ７，８００，０００円

普通馬連： ２１，５３７，０００円 馬単： １６，６３１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５２９，８００円

３連複： ３２，８２９，４００円 ３連単： ４５，４７３，５００円 計： １５９，８８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３，１５０円 複 勝 � ７，１３０円 � ２１０円 � ４００円 枠 連（４－８） ９，７３０円

普通馬連 �� ７０，０２０円 馬 単 �� ３２３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，１２０円 �� ５９，１１０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ４０３，８１０円 ３ 連 単 ��� ６，７１１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ９２５３２ 的中 � ２２０（１５番人気）
複勝票数 計 １５８３４６ 的中 � ４６８（１５番人気）� ２４２３７（３番人気）� １０２００（６番人気）
枠連票数 計 ７８０００ 的中 （４－８） ５９２（２７番人気）
普通馬連票数 計 ２１５３７０ 的中 �� ２２７（８７番人気）
馬単票数 計 １６６３１７ 的中 �� ３８（１９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５２９８ 的中 �� １４９（８１番人気）�� ４３（１１２番人気）�� １９１６（１５番人気）
３連複票数 計 ３２８２９４ 的中 ��� ６０（３４７番人気）
３連単票数 計 ４５４７３５ 的中 ��� ５（２６０１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．０―１１．８―１１．５―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．６―３３．６―４５．４―５６．９―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ２，１４（１，１５）５，１３，１０（１１，１２）（６，９，１６）８（３，７）４ ４ ２，１４，１５，５（１，１３）（１０，１１）１２（６，９，１６）（８，３，７）４

勝馬の
紹 介

マ シ ラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．１ 新潟７着

２００７．１．３０生 牝３鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 クリーンダイアナ号・ジワクー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０２７ ５月８日 晴 稍重 （２２新潟１）第３日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

１１ エーシンアライアン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４７２－ ４１：１２．６ ３．７�
（豪）

２２ キセンハボク 牡３青鹿５６ 三浦 皇成加藤 春夫氏 伊藤 大士 白老 習志野牧場 ４６２－ ４１：１２．８１� ２．２�
５９ サスティナブル 牡３鹿 ５６

５４ △丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４９２－１８１：１３．０１� ６．２�
３４ アマゾニアン 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４６２＋ ４１：１３．２１� ５４．４�
４６ メイショウセキトバ 牡３鹿 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５０４－ ４１：１３．５１� ８．０�
８１４ カシノストライカー 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５００－ ４１：１３．７１� ７４．６	
３５ エビスエンジェル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣山本 廣氏 清水 久詞 新冠 奥山 博 ４４８ ― 〃 クビ ３５．２

２３ トミケンパルテイ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４８８＋２８ 〃 ハナ １０．９�
５８ ダイワスピアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ５２０＋１０１：１３．８クビ １２１．２�
７１３ ガ ラ パ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎石川 一義氏 加用 正 浦河 大道牧場 ４９８ ―１：１３．９� ３６．８
７１２ トップクィーン 牝３青鹿５４ 吉田 隼人�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２１：１５．７大差 ７８．６�
６１１ オーミリベルター 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 杵臼牧場 ４６８ ―１：１５．９１ ９７．４�
６１０ ミッキーバローズ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 日高 下河辺牧場 ４５８± ０１：１６．０� ８８．４�
８１５ マジックポーション 牡３栗 ５６ 芹沢 純一中西 功氏 新川 恵 日高 北陽ファーム ４６２－２８１：１６．２１� ２２３．２�
４７ テンカラット 牝３黒鹿５４ 黛 弘人天白 泰司氏 中野 栄治 熊本 本田 土寿 ３９０－ ８１：１６．９４ ２６２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，０３５，６００円 複勝： １９，７１０，３００円 枠連： ８，０５０，５００円

普通馬連： ２１，２７２，２００円 馬単： １９，４２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３０９，４００円

３連複： ２９，９７８，４００円 ３連単： ５０，６２９，１００円 計： １７１，４０７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－２） ３８０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ４，４３０円

票 数

単勝票数 計 １２０３５６ 的中 � ２６２４５（２番人気）
複勝票数 計 １９７１０３ 的中 � ３４１４８（２番人気）� ８１３４８（１番人気）� ２０７７４（４番人気）
枠連票数 計 ８０５０５ 的中 （１－２） １５７２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１２７２２ 的中 �� ３６０６２（１番人気）
馬単票数 計 １９４２２１ 的中 �� １３９５１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３０９４ 的中 �� １７３９１（１番人気）�� ４６１７（５番人気）�� ９５９４（３番人気）
３連複票数 計 ２９９７８４ 的中 ��� ２７００９（２番人気）
３連単票数 計 ５０６２９１ 的中 ��� ８４３８（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１２．８―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．６―４７．４―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．０
３ ２，６，１，９（５，１４）４（８，１０）（３，１３，１１）１２，７－１５ ４ ・（２，６）１，９（５，１４）４－８，３，１０－（１３，１１）－（７，１２）－１５

勝馬の
紹 介

エーシンアライアン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．７．１１ 阪神１２着

２００７．３．２生 牡３鹿 母 アーリントンガール 母母 Eishin Tennessee ４戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンカラット号は，平成２２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグネスルーク号・ショウナンカルナ号・ヒカリバレンシア号・プリンセスネージュ号・ミスターガッテン号・

リリーレインジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０２８ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３４ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２２－ ４１：４８．５ ３．７�

６１１ ハートフルハピネス 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５０－１６１：４８．７１� ５．０�
（豪）

４６ ブラボージャングル 牝３栗 ５４ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４５２－１２ 〃 アタマ ５．０�
５８ ア ナ ン ダ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 新冠 ハシモトフアーム ４６２－ ４１：４８．９１ ７５．７�
２２ キョウワフェアリー 牝３栗 ５４ 松田 大作�協和牧場 須貝 尚介 新冠 協和牧場 ４３２－１０ 〃 クビ ３５．９�
７１３ ニシノマザーアース 牝３黒鹿５４ 木幡 初広西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４６４－ ４１：４９．０クビ １２．７	
６１０ ア ル ビ ダ 牝３青鹿５４ 石橋 脩齊藤四方司氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム ４８４＋ ４１：４９．１� １３１．３

８１５ ファーマレッド 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成中西 功氏 森 秀行 日高 高山牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ８．３�
４７ ケイエスアイアイ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介キヨシサービス� 高橋 成忠 新ひだか 藤沢牧場 ４２６－ ６ 〃 クビ ２５．７�
３５ グッドメロディー 牝３黒鹿５４ 黛 弘人矢野 文雄氏 尾関 知人 むかわ 樫村牧場 ５０６－ ６１：４９．２� ２６８．９
１１ カツヨスペシャル 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行丹羽 茂文氏 高橋 義博 浦河 谷口牧場 ４３４± ０１：４９．３� ８７．２�
２３ コスモローダンセ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４１４－ ６１：４９．４� ４７．０�
７１２ フェアリーナカヤマ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行�中山牧場 鈴木 伸尋 浦河 中山牧場 ４１８± ０１：４９．７１� ４．２�
５９ ショコラティエ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎有限会社シルク坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４４８± ０１：４９．８� ３７．３�

（１４頭）
８１４ サンデーミューズ 牝３栗 ５４ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，９６３，９００円 複勝： １５，７５４，７００円 枠連： ８，４６５，１００円

普通馬連： １９，９２５，８００円 馬単： １６，０２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，１１０，３００円

３連複： ２６，７５３，１００円 ３連単： ４１，２８２，３００円 計： １４７，２８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（３－６） １，１４０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ８，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 ９９６３９（返還計 ４４７７） 的中 � ２１３５７（１番人気）
複勝票数 差引計 １５７５４７（返還計 ６２４６） 的中 � ２９２３１（１番人気）� ２１８７２（４番人気）� ２８０６４（３番人気）
枠連票数 差引計 ８４６５１（返還計 ８４０） 的中 （３－６） ５５２５（７番人気）
普通馬連票数 差引計 １９９２５８（返還計 ２１３２８） 的中 �� １４６８０（３番人気）
馬単票数 差引計 １６０２５２（返還計 １６０７２） 的中 �� ６１０３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ９１１０３（返還計 ８３０９） 的中 �� ４８０２（５番人気）�� ７２６０（１番人気）�� ５２６０（３番人気）
３連複票数 差引計 ２６７５３１（返還計 ４４５２１） 的中 ��� １５７５１（２番人気）
３連単票数 差引計 ４１２８２３（返還計 ６８６４４） 的中 ��� ３６８５（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．３―４８．０―１：００．４―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マロノヴィーナス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１０ 中山５着

２００７．３．１６生 牝３黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー ４戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔競走除外〕 サンデーミューズ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０２９ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

５１０ ボーンコレクター 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４５８－ ６１：３６．１ ３．５�

７１３ マイネルドルチェ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６０± ０１：３６．３１� ８．５�

６１１ アスカクリチャン 牡３鹿 ５６ 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ３．７�
８１６ マグニフィセント 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３８－ ８１：３６．４クビ １０．４�
２３ マ レ ー ネ 牝３芦 ５４ 三浦 皇成�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４３８＋ ６１：３６．６１� ３２．２�
１２ セトノジャーニー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 藤岡 範士 日高 滝本 健二 ４９８－ ２１：３６．７クビ ９．１	
７１４ イケイケゴーゴー 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ 田畑 利彦氏 加用 正 新冠 若林牧場 ５００－ ２ 〃 アタマ １９．５


（豪）

１１ ニシエイビック 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥西舘 榮氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５８－ ８１：３７．０１� ２６．２�

３５ マイネルロードス 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 中村 和夫 ５０８－ ２１：３７．２１� １３．０�

４８ トライバルシン 牝３栗 ５４ 石橋 脩伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久米 和夫 ４１４－１７ 〃 ハナ ２１２．９
５９ ノヴェルデザイン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６４± ０１：３７．４１ １０．２�
２４ エドノコウタロー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人齊藤 宣勝氏 的場 均 新ひだか 森 俊雄 ４９４ ―１：３７．５� ２５．３�
６１２ アグネスジルバ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７０ ― 〃 ハナ ９９．１�
３６ エニイサンデー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４０６－ ６１：３７．６� １９１．５�
４７ サルサデラルス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４７０－ ８ 〃 同着 ８２．６�
８１５ デルマアグリッピナ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３６－２０１：３７．９１� ９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，８８５，８００円 複勝： １７，４４７，０００円 枠連： １０，１１９，９００円

普通馬連： ２４，５３１，７００円 馬単： １９，１５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８４６，１００円

３連複： ３５，５８４，９００円 ３連単： ５１，９６９，０００円 計： １８１，５４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（５－７） ６８０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 １０８８５８ 的中 � ２４７３５（１番人気）
複勝票数 計 １７４４７０ 的中 � ２９０９８（２番人気）� １８２７０（４番人気）� ３１３９９（１番人気）
枠連票数 計 １０１１９９ 的中 （５－７） １１０２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ２４５３１７ 的中 �� １０８３２（４番人気）
馬単票数 計 １９１５５６ 的中 �� ４６７７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８４６１ 的中 �� ４８７９（３番人気）�� １１７０２（１番人気）�� ６２４５（２番人気）
３連複票数 計 ３５５８４９ 的中 ��� １５５７４（１番人気）
３連単票数 計 ５１９６９０ 的中 ��� ３０７９（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．３―１２．６―１３．１―１１．８―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．９―４８．５―１：０１．６―１：１３．４―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーンコレクター �
�
父 ボーンキング �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．８．２ 新潟５着

２００７．３．６生 牡３鹿 母 ピサノマイセン 母母 ユニバーサルダイナ ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走状況〕 アグネスジルバ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。

アスカクリチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アグネスジルバ号は，発走調教再審査。
※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 アラマサマンボウ号・シンビオシス号・スリーロッキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０３０ ５月８日 晴 稍重 （２２新潟１）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５７ ゴールドモール 牝４栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋１２１：５４．５ ６．８�

６８ アマゾネスバイオ 牝５鹿 ５５ 松田 大作バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ２１：５４．６� ２．６�
１１ ワンダープリマ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４３４－ ４１：５４．８１� ５．４�
７１０� クリノソーニャ 牝５鹿 ５５

５３ △丸山 元気栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４４８－ ８１：５５．４３� ４．８�
２２ ワンダースル 牝４青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４４＋ ４１：５５．６１� １１．１�
５６ フィロンルージュ 牝４栗 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：５５．８１ ２２．６	
３３ マキハタセンシブル 牝６鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２４± ０１：５５．９� ２２７．０

４４ ビバロングライフ 牝７鹿 ５５ 太宰 啓介池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ７９．０�
８１３ キララチュール 牝４青鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４５０－ ２１：５６．０� ２０．６�
７１１ モアスマイル 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４４６－ ６１：５６．６３� １５．０
６９ ウォーターリメイン 牝５栗 ５５ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１６＋ ４１：５７．９８ １４６．９�
４５ � ジャンドゥーヤ 牝５鹿 ５５ 加藤士津八�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４８４± ０１：５８．１１� ２３５．４�
８１２ ド レ ッ シ ー 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８８＋２４２：００．９大差 ２３．５�
（豪）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，６１７，８００円 複勝： １３，７８５，７００円 枠連： ７，７３１，２００円

普通馬連： ２０，３３０，０００円 馬単： １６，３７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０４０，２００円

３連複： ２９，０６９，５００円 ３連単： ４９，６４３，３００円 計： １５６，５９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－６） ８４０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ７６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ９６１７８ 的中 � １１１８０（４番人気）
複勝票数 計 １３７８５７ 的中 � １３７２４（５番人気）� ３８５４７（１番人気）� １７００７（３番人気）
枠連票数 計 ７７３１２ 的中 （５－６） ６８１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ２０３３００ 的中 �� １２５９２（３番人気）
馬単票数 計 １６３７８７ 的中 �� ４４１２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００４０２ 的中 �� ５０６３（５番人気）�� ３０６１（１０番人気）�� ８０７４（２番人気）
３連複票数 計 ２９０６９５ 的中 ��� １０４３７（５番人気）
３連単票数 計 ４９６４３３ 的中 ��� ２６１１（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．０―５０．４―１：０３．５―１：１６．１―１：２９．２―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
１
３
１，７，１２，５，１０（６，８，１３）１１，２，３，９－４
１，７（１０，１２）（８，１３）（５，２）（６，１１）－３，９，４

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

勝馬の
紹 介

ゴールドモール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１０．１８ 東京１着

２００６．５．９生 牝４栗 母 キ ミ モ ー ル 母母 ヒロローザリ ６戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドレッシー号は，平成２２年６月８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０３１ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第７競走 ��２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．７
２：１０．１

良

良

７７ マッキーバッハ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４６８± ０２：１６．３ ４．０�

６６ � キクノトップラン 牡５芦 ５７ C．ウィリアムズ 菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８０± ０ 〃 クビ ４．３�
（豪）

１１ ラッキーポケット 牡４鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４９４± ０２：１６．５１� ２．２�
５５ スマートファントム 牡５鹿 ５７

５５ △丸山 元気大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ４９６－１０２：１６．８２ １２．５�
８８ サンアイブライト 牝６鹿 ５５ 木幡 初広福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ２９．１�
８９ グ ル ー オ ン �５鹿 ５７ 丸田 恭介池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４６０＋ ２２：１６．９� ９．８�
３３ マイネルアヴァル 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 平取 スガタ牧場 ４９２－ ４２：１７．０クビ １３．０	
２２ � スピードマイスター 牡４青鹿５７ 西田雄一郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ５００－ ２２：１８．２７ ３８．９

４４ ホクテンミラー 牝５栗 ５５ 中谷 雄太小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４２６± ０２：２０．４大差 １４５．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ９，６５２，５００円 複勝： １１，３１４，３００円 枠連： ４，８２３，４００円

普通馬連： １６，１６３，５００円 馬単： １６，５４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７，０６８，０００円

３連複： ２４，０１７，２００円 ３連単： ５５，９２５，９００円 計： １４５，５１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，２６０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ６，１４０円

票 数

単勝票数 計 ９６５２５ 的中 � １９１８２（２番人気）
複勝票数 計 １１３１４３ 的中 � ２０５４０（２番人気）� １８４２３（３番人気）� ３３６６７（１番人気）
枠連票数 計 ４８２３４ 的中 （６－７） ２８３２（７番人気）
普通馬連票数 計 １６１６３５ 的中 �� １０５６９（５番人気）
馬単票数 計 １６５４９２ 的中 �� ６０５０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０６８０ 的中 �� ５０７９（４番人気）�� １３４０７（１番人気）�� ５９２４（２番人気）
３連複票数 計 ２４０１７２ 的中 ��� ３０８３０（１番人気）
３連単票数 計 ５５９２５９ 的中 ��� ６７２９（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．４―１２．８―１３．０―１３．７―１３．２―１２．９―１１．９―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３５．４―４８．２―１：０１．２―１：１４．９―１：２８．１―１：４１．０―１：５２．９―２：０４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

マッキーバッハ �

父 ダンスインザダーク �


母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１．１９ 京都１着

２００５．３．２９生 牡５鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション １８戦３勝 賞金 ３２，５６７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０３２ ５月８日 晴 稍重 （２２新潟１）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５８ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：１１．８ １．７�

２３ コロナループ 牡４栗 ５７
５４ ▲平野 優 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 日高 加藤牧場 ５０４± ０１：１２．１２ ６．４�

８１５� ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０８± ０１：１２．２� ６．０�
１１ ガリレオシチー 牡４黒鹿５７ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０４－ ４１：１３．２６ ４０．５�
４６ レインボールシファ 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗飯田総一郎氏 柴崎 勇 門別 千葉飯田牧場 ５０６＋１０ 〃 クビ １０２．５�
７１３ トップオブバイオ 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４７６± ０１：１３．５２ １０６．４	
３４ � ドンスピリタス �４黒鹿５７ 丹内 祐次山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５１４－ ８ 〃 アタマ １５０．３

８１４ リーチマイドリーム �４黒鹿５７ 中谷 雄太 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：１３．６� ２０７．９�
３５ ピュアシルヴァー 牡４芦 ５７ 田嶋 翔畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０２－１０ 〃 クビ １１．０�
７１２ シルクブリッツ 牡４栗 ５７ 柴原 央明有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４６６＋２２１：１４．５５ ２０．３
６１１� タガノブリガデイロ 牡４青鹿５７ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ３２．１�
６１０� ネイチャーグロウ 牡５青鹿５７ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４８６± ０１：１４．６� １１４．８�
４７ ユキノマーヴェラス 牝６栗 ５５

５２ ▲西村 太一井上 基之氏 和田正一郎 新冠 赤石 久夫 ４６０－ ４１：１４．９１� ２６５．８�
５９ キャニオンブラウン 牡４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＋ ４１：１５．２１� １０．１�
２２ � メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５２＋１０１：１５．３� １２８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５５７，３００円 複勝： １７，１１５，１００円 枠連： ８，９４５，４００円

普通馬連： ２５，５８７，５００円 馬単： ２２，０６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９０５，３００円

３連複： ３４，８６８，６００円 ３連単： ６６，９５３，０００円 計： ２００，９９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－５） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １３５５７３ 的中 � ６３７９２（１番人気）
複勝票数 計 １７１１５１ 的中 � ６４７９７（１番人気）� ２１７５８（３番人気）� ２７９２４（２番人気）
枠連票数 計 ８９４５４ 的中 （２－５） １４３５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ２５５８７５ 的中 �� ３８９０８（２番人気）
馬単票数 計 ２２０６７２ 的中 �� ２０２９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９０５３ 的中 �� １４１６７（２番人気）�� １８９０１（１番人気）�� ４８９３（６番人気）
３連複票数 計 ３４８６８６ 的中 ��� ４２１６７（１番人気）
３連単票数 計 ６６９５３０ 的中 ��� １７０２０（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１２．６―１２．１―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアクシス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．６．１４ 中京１３着

２００６．４．２８生 牡４栗 母 キョウエイフォルテ 母母 クラフテイワイフ １１戦２勝 賞金 ２１，３４０，０００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 グッデーコパ号・ラッシュモア号



１３０３３ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第９競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 ９０５，０００
９０５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２４ コスモクリスタル 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４８４＋１８１：０９．７ ６．８�

４７ サンゴシック 牡４栗 ５７ 荻野 琢真幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ １０．６�
６１２ イサミチェリー 牡５鹿 ５７ 千葉 直人前田 哲郎氏 領家 政蔵 三石 築紫 洋 B４５２＋ ６１：１０．１２� １１．１�
１２ チェアユーアップ 牝４栗 ５５ 池崎 祐介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４２６＋ ６１：１０．２� ２８．９�
５１０� ヒシフラッシー 牡５栗 ５７

５５ △丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９０＋ ２ 〃 同着 ２．０�
６１１ シャイニーカフェ 牝５青鹿５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４４８＋１２１：１０．３� １８．７�
５９ � ピサノヴァロン 牡４鹿 ５７ 田中 健市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４３２－ ４１：１０．５１� １５．３	
８１６ エムエスシャープ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗柏木 務氏 鈴木 孝志 浦河 中山牧場 ４９２－ ８１：１０．６クビ ８９．２

３６ � マックスドーズ �５栗 ５７

５４ ▲西村 太一中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４６＋ ２１：１０．８１� １２２．２�
８１５� センゴクカイドウ �５黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一�テンジン 佐藤 全弘 門別 法理牧場 ４８４－ ８１：１１．１１� １６０．４
１１ � マイプレファランス 牝４鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦五影 隆則氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４５２＋１８１：１１．２� １５８．３�
２３ ニシノガーランド 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７２－ ４１：１１．３クビ １３．４�
４８ � ハ ツ ノ ボ リ 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也栗本 博晴氏 中野渡清一 千歳 社台ファーム ４３６－１６１：１１．５１� ５９．１�
７１３ エレガントステージ 牝４栗 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４２２－ ８１：１１．７１� １６９．９�
７１４� ランテイジョ 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太内藤 好江氏 岩戸 孝樹 宮城 高友産業 ４２６＋ ４１：１１．８クビ ３８８．９�
３５ コ ク ト ー 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４３４，３００円 複勝： １８，２７５，３００円 枠連： １０，３１０，４００円

普通馬連： ３０，４８７，０００円 馬単： ２３，８７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５５９，１００円

３連複： ４３，３１６，８００円 ３連単： ８１，４３９，７００円 計： ２３３，７０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（２－４） １，９４０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� １，２３０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� １３，１６０円 ３ 連 単 ��� ６６，６４０円

票 数

単勝票数 計 １２４３４３ 的中 � １４５８３（２番人気）
複勝票数 計 １８２７５３ 的中 � ２２３５９（２番人気）� １７９６５（４番人気）� １５７７１（５番人気）
枠連票数 計 １０３１０４ 的中 （２－４） ３９４０（９番人気）
普通馬連票数 計 ３０４８７０ 的中 �� ８９５７（１０番人気）
馬単票数 計 ２３８７９７ 的中 �� ３２８９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５５９１ 的中 �� ４２５６（７番人気）�� ２７１５（１５番人気）�� １４６６（２７番人気）
３連複票数 計 ４３３１６８ 的中 ��� ２４３０（４１番人気）
３連単票数 計 ８１４３９７ 的中 ��� ９０２（１９８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．４―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４６．６―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモクリスタル �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー ２００８．８．３０ 札幌４着

２００６．５．１８生 牝４黒鹿 母 クリスチャンネーム 母母 Colorvista １６戦２勝 賞金 ２１，４００，０００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 タフネスデジタル号



１３０３４ ５月８日 晴 稍重 （２２新潟１）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�わ ら び 賞

発走１４時５０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 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３５ ノボプロジェクト 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４９２－ ４１：５３．３ ２．１�

４６ セレナプレジール 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ８１：５３．７２� １８．２�
５８ コスモイフリート 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４９２－ ２１：５３．８クビ ６６．２�
２３ エイシンナナツボシ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５０６± ０１：５３．９� ６．２�
７１２ ビービースカット 牡３青鹿５６ 松田 大作�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 B５０２－ ４１：５４．２１� ３７．３�
７１３ テルミーホワイ 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７０＋ ２１：５４．３� ５．７	
８１５ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２８．２

１１ オウシュウベスト 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４４６－ ２１：５４．４� １３９．５�
４７ フェバリットアワー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ １８．５�
８１４ ドラゴンアルテマ 牡３青 ５６ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ８ 〃 アタマ ２７．７
２２ ヤマニンフリスキー 牡３青 ５６ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：５４．５� １８．６�
３４ ドリームザネクスト 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４７８＋ ６１：５４．６クビ １１９．４�
６１０ マイネルチハヤ 牡３芦 ５６ 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ４９６－１２１：５５．７７ １０７．５�
６１１ ウイントランザム 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １０．１�
５９ マイネルグート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２１：５７．２９ ２５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，６３５，０００円 複勝： ２６，９０１，８００円 枠連： １３，５０５，２００円

普通馬連： ４８，９９８，２００円 馬単： ３４，０７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１３３，２００円

３連複： ６１，３００，３００円 ３連単： １２３，１０４，１００円 計： ３４４，６５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ４００円 � ９６０円 枠 連（３－４） ９１０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ３，４５０円 �� １５，２８０円

３ 連 複 ��� ５３，５４０円 ３ 連 単 ��� １６９，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８６３５０ 的中 � ７１９３３（１番人気）
複勝票数 計 ２６９０１８ 的中 � ８６６６４（１番人気）� １４０５３（７番人気）� ５０９３（１２番人気）
枠連票数 計 １３５０５２ 的中 （３－４） １１０６８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８９９８２ 的中 �� １４４１０（８番人気）
馬単票数 計 ３４０７９７ 的中 �� ７２０５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１３３２ 的中 �� ４９４９（９番人気）�� １２７６（３８番人気）�� ２８３（８２番人気）
３連複票数 計 ６１３００３ 的中 ��� ８４５（１３５番人気）
３連単票数 計１２３１０４１ 的中 ��� ５３７（４３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３６．５―５０．０―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．６―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ノボプロジェクト �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１１ 中山失格（１位）

２００７．４．８生 牡３栗 母 ノボフラミンゴ 母母 アップヒルガール ５戦２勝 賞金 １９，９７１，０００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。
（非当選馬） ７頭 アキノフライ号・エクセルフラッグ号・オースミマリオン号・カネスデュエル号・マイネルレイン号・

ラブソネット号・リバティバランス号



１３０３５ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第３２回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左・外）
４歳以上，２１．５．９以降２２．５．２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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００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

８１６ ゴールデンダリア 牡６栗 ５６ 柴田 善臣田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７４－ ２１：５７．７ ５．４�

５９ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：５７．９１ ５．４�
１２ ニホンピロレガーロ 牡７鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５０６－ ２１：５８．０� ８．４�
８１５ マイネルスターリー 牡５鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ ９．０�
７１３ デストラメンテ 牡６芦 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０１：５８．１� ３５．１�
１１ シャインモーメント 牡５栗 ５４ 太宰 啓介�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９０－ ２１：５８．５２� ２６．９	
４７ � チョウカイファイト 牡７栗 ５５ 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ７．５

３５ トリビュートソング 牡５鹿 ５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：５８．７１	 ４．４�

（豪）

２４ ベルモントルパン 牡６鹿 ５３ 田中 博康 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８０－ ４１：５８．９１	 １５８．２�

７１４ サニーサンデー 牡４栗 ５４ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８８＋ ２１：５９．４３ ７．１

６１２
 マイネルシュピール 牡７黒鹿５３ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.

Dibben ５３２＋ ４１：５９．５クビ ８４．３�
５１０ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５１ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８８± ０１：５９．６� １１１．０�
２３ レッドアゲート 牝５黒鹿５２ 丸田 恭介ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ９５．８�
６１１ タマモサポート 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ５００＋１０２：００．２３� ３９．２�
４８ アグネススターチ 牡５鹿 ５２ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６２：００．５２ ５６．１�
３６ 
 エーシンコンファー 牝５青鹿４９ 荻野 琢真�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４７２－ ２２：０２．２大差 １２０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，２３４，１００円 複勝： ９２，５３２，５００円 枠連： ５２，３９６，８００円

普通馬連： ３１２，４９０，９００円 馬単： １４８，２７２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，４８１，７００円

３連複： ４２４，５０２，０００円 ３連単： ７０９，１７２，１００円 計： １，８８７，０８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（５－８） ８６０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ２７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ５８２３４１ 的中 � ８６０４２（２番人気）
複勝票数 計 ９２５３２５ 的中 � １１０８５２（３番人気）� １４１３２３（２番人気）� ９３５６４（６番人気）
枠連票数 計 ５２３９６８ 的中 （５－８） ４５１３５（１番人気）
普通馬連票数 計３１２４９０９ 的中 �� １４０７４４（３番人気）
馬単票数 計１４８２７２１ 的中 �� ３３９９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９４８１７ 的中 �� ３２０７２（３番人気）�� ２３００４（１５番人気）�� ２７３５４（８番人気）
３連複票数 計４２４５０２０ 的中 ��� ５９３７４（１６番人気）
３連単票数 計７０９１７２１ 的中 ��� １９３８４（７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．３―１１．３―１２．４―１２．４―１２．１―１２．３―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．５―４５．８―５８．２―１：１０．６―１：２２．７―１：３５．０―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンダリア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．２１ 中山３着

２００４．５．４生 牡６栗 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン １８戦５勝 賞金 １７１，７２３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１３０３６ ５月８日 晴 良 （２２新潟１）第３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 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５９ キングオブザベスト 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８０－ ６ ５５．１ １４．３�

６１２� アスターエンペラー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介加藤 久枝氏 中竹 和也 米
Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４９４＋ ６ ５５．５２� ３．９�
１２ ゴールデンリング 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４５４－ ４ ５５．８２ ７．０�
６１１	 メイショウフレアー 牡４青鹿５７ 北村 友一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ １６．５�
５１０� アグネスロージイ 牝４青鹿５４ C．ウィリアムズ 渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Orpendale ４３０＋１０ ５６．０１
 ８．７�

（豪）

１１ カシノリボン 牝５栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ３７．７�
７１３ ミラグロレディ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４６６± ０ ５６．２１� ３．６	
７１４	 イナズマガイア 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小泉 賢悟氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４１８± ０ 〃 ハナ ２２．６

８１５ ドゥービリーヴイン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４８２－１６ 〃 ハナ ６３．５�
３６ 	 パープルミツバチ 牡４鹿 ５７ 松田 大作中野 銀十氏 鈴木 孝志 新冠 清水 克則 ４７０－１３ ５６．３クビ １５３．７�
２４ キングオバマ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ １０３．５
４８ フライングビーン 牝４栗 ５５ 的場 勇人小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４６０－ ４ 〃 アタマ ２９．９�
３５ 	 オメガドルチェ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介原 �子氏 坂本 勝美 新ひだか 岡田スタツド ４５４＋ ６ 〃 ハナ ６０．２�
８１６ ラインディーヴァ 牝５青鹿５５ 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 原 光彦 ４３４－１４ ５６．４� ７．２�
４７ キョウエイエルメス 牝４栗 ５５ 田中 博康田中 晴夫氏 藤原 辰雄 様似 スイートフアーム ４２８－１０ ５７．２５ ３４．３�
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（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４９７，８００円 複勝： ２８，０４６，７００円 枠連： １８，６５０，２００円

普通馬連： ６１，０８３，４００円 馬単： ４１，４８１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３０３，２００円

３連複： ８５，０３２，９００円 ３連単： １６０，２５８，４００円 計： ４３９，３５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３３０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（５－６） １，１７０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ６，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，７１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ５，９７０円 ３ 連 単 ��� ４７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２０４９７８ 的中 � １１３５３（６番人気）
複勝票数 計 ２８０４６７ 的中 � １９３４８（６番人気）� ５１７６６（２番人気）� ３０４０５（４番人気）
枠連票数 計 １８６５０２ 的中 （５－６） １１８２７（７番人気）
普通馬連票数 計 ６１０８３４ 的中 �� １６０７５（９番人気）
馬単票数 計 ４１４８１６ 的中 �� ４４５６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３０３２ 的中 �� ６５４６（８番人気）�� ３３６６（１６番人気）�� １００２６（５番人気）
３連複票数 計 ８５０３２９ 的中 ��� １０５１４（１２番人気）
３連単票数 計１６０２５８４ 的中 ��� ２５１３（１１０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．８―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．１―３２．９―４３．３

上り４F４３．１－３F３３．０
勝馬の
紹 介

キングオブザベスト �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．１．１９ 小倉３着

２００５．４．８生 牡５鹿 母 ヒビキジュネス 母母 リチヤーデイア １３戦２勝 賞金 ２０，９６２，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 トロピカルマドンナ号・プリティマリ号・ポルタノーヴァ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２新潟１）第３日 ５月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２１７，５１０，０００円
１４，５３０，０００円
２，１２０，０００円
２１，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７７３，０００円
４，８２２，０００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
１９３，８７９，３００円
２９２，５７６，１００円
１５９，８５０，６００円
６２８，７９３，１００円
３９５，３５９，４００円
２２９，４０１，０００円
８６７，５０７，８００円
１，４９０，９６９，１００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 ４，２５８，３３６，４００円

総入場人員 １１，９７６名 （有料入場人員 １０，０３９名）




