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１３０７３ ５月１４日 晴 重 （２３新潟１）第７日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

４７ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ２１：１２．８ １６．２�

８１５ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ４１：１２．９� ３．４�
５８ トミケンアグード 牡３栗 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５８＋ ４１：１３．２２ ８５．８�
３４ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４４４－ ４１：１３．３� ３７．０�
２３ ニシノカーリー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２４＋１０１：１３．４� ３．６�
７１３ ボールドグラン 牡３栗 ５６ 丸山 元気増田 陽一氏 田島 俊明 新冠 競優牧場 ４３８－ ６１：１３．６１� ５．１�
８１４ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４６＋ ４ 〃 クビ ５４．３	
４６ コスモハンサム 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６２－ ６１：１３．７クビ ９．０

６１１ アグネススコール 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４７６± ０１：１４．０２ ３６．９�
３５ クリスタルヒル 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５００＋ ４１：１４．１� ３１．０�
１１ タキシードカメン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人山上 和良氏 和田正一郎 新冠 長浜 忠 ４３０－ ４１：１４．２� ４４．４
７１２ マルサンライナー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 ４６６＋ ２１：１４．４１� ２５．５�
６１０ キングメーカー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：１４．６１ ２６５．４�
２２ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５０± ０１：１４．８１ ７．７�
５９ プ リ ン ス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４８８ ―１：１５．７５ ２４１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，８２３，６００円 複勝： １９，６１９，３００円 枠連： ８，１４９，３００円

馬連： ２２，１９５，８００円 馬単： １６，５４５，１００円 ワイド： １１，７６９，９００円

３連複： ３３，５７９，９００円 ３連単： ４６，８８５，２００円 計： １６７，５６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ２，１１０円 枠 連（４－８） １，０９０円

馬 連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ８，７３０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� １３，１４０円 �� ５，６５０円

３ 連 複 ��� ９９，５３０円 ３ 連 単 ��� ６２９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ８８２３６ 的中 � ４３１４（６番人気）
複勝票数 計 １９６１９３ 的中 � １７８６１（５番人気）� ４８４２５（１番人気）� １７１２（１３番人気）
枠連票数 計 ８１４９３ 的中 （４－８） ５５２７（５番人気）
馬連票数 計 ２２１９５８ 的中 �� ４７２３（１１番人気）
馬単票数 計 １６５４５１ 的中 �� １３９９（３２番人気）
ワイド票数 計 １１７６９９ 的中 �� ２２９３（１３番人気）�� ２１６（６８番人気）�� ５０６（５２番人気）
３連複票数 計 ３３５７９９ 的中 ��� ２４９（１７８番人気）
３連単票数 計 ４６８８５２ 的中 ��� ５５（１０５１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．４―１１．３―１２．６―１２．８―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．１―３３．４―４６．０―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３９．４
３ １２，１３，２（３，１５）（７，１４）（１，４）（８，１１）－６－１０，９－５ ４ １２（２，１３，３）（７，１５）１４，４，１，８，１１，６，９，１０－５

勝馬の
紹 介

ヤマニンアルシェ �
�
父 ヤマニンゼファー �

�
母父 Danzig デビュー ２０１０．９．１２ 札幌１４着

２００８．５．８生 牡３鹿 母 ワンオブアクライン 母母 Barely Even ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走状況〕 機器点検のため発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 クリスタルヒル号の騎手花田大昂は，最後の直線コースでの御法について戒告。
※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 ミサノグリーン号

１３０７４ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

３５ シンボリヴァルト 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４０－ ６１：４９．３ ６．５�

１２ ダイワジョンクック 牡３栗 ５６ 丸山 元気大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム B５２８－ ４１：５０．０４ ３．７�
５１０ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３２－ ４ 〃 クビ １７．０�
７１４ ベジャールコード 牡３黒鹿５６ 松田 大作千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 ４８６＋ ６１：５０．１クビ ３３．１�
３６ コアレスドラード 牡３栗 ５６

５５ ☆川須 栄彦小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４３４－１０ 〃 クビ ３．８�
４７ スズカアクシオ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４２８－ ２１：５０．４１� １０１．６�
５９ ブロンクステイル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４７４－ ６１：５０．５� ７．４	
６１２ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ２ 〃 ハナ １１．２

４８ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ２１：５０．６クビ ９．４�
８１５ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １４．２�
２４ パンドラクラウン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４１６－ ８１：５０．７� ６４．７
６１１ シルクユージー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太有限会社シルク清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４３２＋１２１：５０．９１� ７３．８�
１１ ヤマイチサプライズ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６４＋ ２１：５１．０� ３９．０�
８１６ オーミハピネス 牡３栗 ５６ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 福島 信晴 日高 鹿戸 正幸 ４９６ ―１：５１．９５ ２８３．４�
７１３ リッチマインド 牡３青鹿５６ 太宰 啓介�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ５４２＋ ６１：５２．５３� １００．２�
２３ ブラックトウショウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４－ ２１：５２．６クビ ２４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４１９，７００円 複勝： １４，７４０，２００円 枠連： ６，７０１，１００円

馬連： １８，２８１，４００円 馬単： １４，４４８，９００円 ワイド： ９，９２８，５００円

３連複： ２５，９０２，７００円 ３連単： ３９，３３２，２００円 計： １３８，７５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（１－３） ４２０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，７２０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ５，５７０円 ３ 連 単 ��� ３６，５６０円

票 数

単勝票数 計 ９４１９７ 的中 � １１４７５（３番人気）
複勝票数 計 １４７４０２ 的中 � ２４８２１（３番人気）� ３１０３２（１番人気）� ８１７８（６番人気）
枠連票数 計 ６７０１１ 的中 （１－３） １１９２３（１番人気）
馬連票数 計 １８２８１４ 的中 �� １０５１８（２番人気）
馬単票数 計 １４４４８９ 的中 �� ３８３３（１０番人気）
ワイド票数 計 ９９２８５ 的中 �� ４７７１（５番人気）�� １３５０（２１番人気）�� ２８２４（１０番人気）
３連複票数 計 ２５９０２７ 的中 ��� ３４３３（１３番人気）
３連単票数 計 ３９３３２２ 的中 ��� ７９４（１０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．１―１：００．７―１：１３．２―１：２５．３―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリヴァルト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスホール デビュー ２０１０．１１．２８ 東京１１着

２００８．３．８生 牡３黒鹿 母 スイートマティルダ 母母 ヨ シ ノ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２０分に変更。

第１回　新潟競馬　第７日



１３０７５ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１５ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５４
５１ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４７８－ ６１：０９．８ ３．０�

２４ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４１４－ ４１：１０．２２� ５．４�

６１２ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４２２ ―１：１０．４１� １１．３�
５９ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �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 ４６４－ ２ 〃 アタマ ８８．９�
８１６ ショウナンサージュ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４５２± ０１：１０．５クビ ２４．５�
７１３ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 黛 弘人福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４３２－１０１：１１．０３ ６．６	
３５ サマーマリブ 牝３栗 ５４ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４５２＋１０ 〃 クビ ８６．５

４８ ランニングハイ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５０－１２ 〃 ハナ １０．２�
４７ コスモアスコット 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４３０－１２１：１１．９５ ２２．８�
３６ ミステリーキー 牝３栗 ５４ 赤木高太郎北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 岡牧場 ３９０－ ８１：１２．１１ ２４０．０
２３ ゴールドキリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 ４２０ ―１：１２．４２ １３８．０�
１２ プルーフオブライフ 牝３青鹿５４ 松田 大作大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム B４６０－ ２１：１２．５� ４２．４�
７１４ ティアップシャリー 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一田中 昇氏 高木 登 浦河 金成吉田牧場 ３９６－１８ 〃 アタマ ２７３．５�
６１１ チ ョ リ ン 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 剛 新ひだか フジワラフアーム ４４２ ―１：１３．８８ １５５．５�
５１０ ル ッ ケ リ 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９４－ ６１：１５．１８ １１０．３�
１１ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１４＋ ４ （競走中止） ４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４７１，９００円 複勝： １４，７７６，３００円 枠連： ６，２００，２００円

馬連： １７，３５３，２００円 馬単： １４，３４８，０００円 ワイド： ９，６０６，０００円

３連複： ２４，９４４，５００円 ３連単： ３９，２７７，５００円 計： １３５，９７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ８７０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ６００円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� １４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９４７１９ 的中 � ２５６８９（１番人気）
複勝票数 計 １４７７６３ 的中 � ３１２０５（１番人気）� ２０７８２（３番人気）� ８９１７（７番人気）
枠連票数 計 ６２００２ 的中 （２－８） ５３１０（３番人気）
馬連票数 計 １７３５３２ 的中 �� １３３８１（３番人気）
馬単票数 計 １４３４８０ 的中 �� ５７６８（５番人気）
ワイド票数 計 ９６０６０ 的中 �� ６５４２（２番人気）�� ３９６７（５番人気）�� １９５２（１５番人気）
３連複票数 計 ２４９４４５ 的中 ��� ５３１８（１０番人気）
３連単票数 計 ３９２７７５ 的中 ��� １９９３（２８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．７―１１．４―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３２．８―４４．２―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３７．０
３ １５（４，１２）１６，５，１０（９，１４）８－１３－１，７－６（２，３）＝１１ ４ １５（４，１２）－１６－５－９，１４，８，１０，１３－７－１（６，３）－２＝１１

勝馬の
紹 介

ウエスタンハピネス �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１１．２１ 京都２着

２００８．３．２４生 牝３鹿 母 ウエスタンベガ 母母 ウエスタンスキャン ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 ルッケリ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 セラヴィ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョリン号・ルッケリ号は，平成２３年６月１４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 サイクロニスト号

１３０７６ ５月１４日 晴 稍重 （２３新潟１）第７日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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

６９ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５６ 丸山 元気 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４７６－ ４１：５７．２ １２．５�

３３ テイエムミライオー 牡３芦 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４８６＋ ６ 〃 クビ ４．１�
８１３ タイトロープ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４７２－ ４１：５７．４１� ５．１�
８１２ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ２１：５７．５クビ １１．５�
２２ メジロハクリュウ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
４５ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４５８－ ６１：５７．７１� ６．５	
４４ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ７４．１

５６ マイネルクォンタム 牡３栃栗５６ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４６４－ ２１：５９．３１０ １７．４�
７１１ テ ィ グ レ 牡３鹿 ５６ 田中 健�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ４２：００．３６ １６．７�
５７ スターメイカー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ６２：００．８３ ６７．３
６８ コスモサジン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 富川牧場 ４２０－１２２：０１．２２� ６４．０�
７１０ アールモナムール 牡３栗 ５６ 田辺 裕信星野 良二氏 上原 博之 大樹 熱川 牧場 ４６６－ ２２：０１．３� ６６．５�
１１ キョウエイヒリュウ �３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７２－ ８２：０２．７９ ４６４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，６０５，７００円 複勝： １６，４７３，５００円 枠連： ６，５０９，６００円

馬連： １７，７８８，９００円 馬単： １４，９１８，７００円 ワイド： １０，３０４，７００円

３連複： ２７，３２９，６００円 ３連単： ４４，１０５，６００円 計： １４８，０３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３４０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－６） １，９５０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ８８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２７，４３０円

票 数

単勝票数 計 １０６０５７ 的中 � ６７０３（６番人気）
複勝票数 計 １６４７３５ 的中 � １０５３３（６番人気）� ２６７６０（２番人気）� ２５８８９（３番人気）
枠連票数 計 ６５０９６ 的中 （３－６） ２４６９（９番人気）
馬連票数 計 １７７８８９ 的中 �� ６３１９（９番人気）
馬単票数 計 １４９１８７ 的中 �� ２１４２（２４番人気）
ワイド票数 計 １０３０４７ 的中 �� ３２９７（１０番人気）�� ２７７４（１４番人気）�� ７１４９（３番人気）
３連複票数 計 ２７３２９６ 的中 ��� ５９６９（１０番人気）
３連単票数 計 ４４１０５６ 的中 ��� １１８７（９０番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．０―１３．３―１３．７―１２．７―１２．４―１２．７―１３．０―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．１―３８．４―５２．１―１：０４．８―１：１７．２―１：２９．９―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F４０．０
１
３
２，３，１３，９，１２（４，６，１１）－（５，８）－７，１０－１・（２，３，１３）（９，１２）（４，６，５）１１－８－（１０，７）＝１

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

勝馬の
紹 介

ベルモントスコッチ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．８．１４ 札幌１１着

２００８．４．２２生 牡３栗 母 エスケイチャーミイ 母母 アランフエス ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイヒリュウ号は，平成２３年６月１４日まで平地競走に出走できない。



１３０７７ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時４５分 （芝・左）

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

中央レコード

２：００．２
１：５６．４

良

良

６１２ デーヴァローカ 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０６－ ６２：０３．９ ３．１�

３５ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６
５３ ▲高嶋 活士�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５８＋ ４２：０４．０� １３．６�

８１６ プレスインザサン 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４０－ ２２：０４．６３� ５．８�

３６ マイネルヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 山際 辰夫 ４７２＋ ６２：０４．７� １６．６�

１２ カシノウィンド 牡３青鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６４＋ ６２：０４．８クビ ６．４�

１１ デルマクリシュナ 牡３栗 ５６
５３ ▲横山 和生浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 ハナ ５０．７	

８１５ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５１２－ ２２：０４．９� ３．３


７１４ マヤノラスティー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ４９８＋ ６２：０５．５３� １５７．０�

５９ グランデティアモ 牝３栗 ５４
５１ ▲水口 優也 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 小倉牧場 ４３６－１０２：０５．８２ ３２．０�

２４ テンモウカイカイ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５１２－１６２：０６．１１� ２９８．９

４８ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６
５３ ▲西村 太一矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４９２－ ３２：０６．３１ ２２５．４�

６１１ クリノイメルダ 牝３鹿 ５４ 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 ４８６＋ ６２：０７．３６ ２１１．８�
５１０ ユ メ ハ ナ 牝３鹿 ５４ 田中 克典�フォーレスト 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４４０＋ ４２：０７．４� １６８．１�
２３ ロングエクセル 牝３鹿 ５４ 大下 智中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４３８＋ ６２：０８．０３� １７１．０�
７１３ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６

５３ ▲花田 大昂土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２６－ ４２：０８．４２� ３６．３�
４７ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 B４４２－ ８２：０８．８２� １８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２３９，１００円 複勝： １３，６４４，５００円 枠連： ８，１３０，８００円

馬連： １９，８０８，６００円 馬単： １６，３５９，１００円 ワイド： １０，６７６，２００円

３連複： ２９，６４９，９００円 ３連単： ４４，４９４，６００円 計： １５３，００２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � ２００円 枠 連（３－６） １，１２０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５２０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 ��� １６，８４０円

票 数

単勝票数 計 １０２３９１ 的中 � ２６４３８（１番人気）
複勝票数 計 １３６４４５ 的中 � ２４３２１（２番人気）� ８３０５（６番人気）� １９１６７（３番人気）
枠連票数 計 ８１３０８ 的中 （３－６） ５３７８（６番人気）
馬連票数 計 １９８０８６ 的中 �� ７６２７（６番人気）
馬単票数 計 １６３５９１ 的中 �� ４１２１（１０番人気）
ワイド票数 計 １０６７６２ 的中 �� ３２５９（９番人気）�� ５４０２（４番人気）�� ２１２０（１７番人気）
３連複票数 計 ２９６４９９ 的中 ��� ５８２１（１１番人気）
３連単票数 計 ４４４９４６ 的中 ��� １９５１（３７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．５―１２．５―１３．０―１２．４―１１．９―１２．０―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．７―３７．２―４９．７―１：０２．７―１：１５．１―１：２７．０―１：３９．０―１：５１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デーヴァローカ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都５着

２００８．２．１４生 牡３栗 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス ９戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円

１３０７８ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５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

５３．７
５３．７

良

良

５９ クリノトルネード 牡３栗 ５６
５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７２＋ ４ ５８．６ ４．３�

８１５ メトログリペン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ５００－ ４ 〃 クビ １．７�
６１２ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ４２．８�
８１６ スサーナトウショウ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４－ ２ ５８．７� １５．１�
７１３ アランルース �３栃栗５６ 村田 一誠�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３２－ ４ ５８．９１� １６．５�
４８ セイユアドリーム 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４３６－ ８ ５９．０� ９７．２	
１１ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６

５５ ☆川須 栄彦吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４５０－ ４ ５９．６３� ３２．８

１２ シラサギジョウ 牝３芦 ５４ 西田雄一郎重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４１６－ ６ 〃 クビ ２７．１�
６１１ テレポーテーション 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優山上 和良氏 田島 良保 浦河 金石牧場 ４５２＋ ２ ５９．７クビ ２９６．９�
７１４ バトルドゥーマ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 B４６４＋ ８ ５９．８� １０．７
３６ タイホウルーナ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋 M・K・Kクラブ組合 保田 一隆 青森 山内牧場 ４２８± ０１：００．１２ ２１８．１�
３５ アラマサスチール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４４４± ０１：００．６３ ２９．７�
５１０ ローズベリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 和子氏 松永 康利 新ひだか 原 達也 ３９０± ０１：０１．５５ １４２．３�
２３ アサケマックス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 浦河 荻伏三好フ

アーム ４２６＋１０１：０１．８２ ４４．６�
４７ ブリリアントカレラ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介みの商事� 坂本 勝美 日高 佐々木 康治 ４７０ ―１：０４．６大差 ５５．０�
２４ チンタトゥルース 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜加藤 信之氏 田中 章博 日高 有限会社
ケイズ ４４６－ ４ （競走中止） ３１８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３８９，３００円 複勝： ２１，６３１，２００円 枠連： ７，９６０，０００円

馬連： ２２，３１０，５００円 馬単： １８，５８５，６００円 ワイド： １１，６３８，１００円

３連複： ３２，７３５，３００円 ３連単： ５７，９２４，８００円 計： １８７，１７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ５２０円 枠 連（５－８） ４００円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １，３００円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� １６，１５０円

票 数

単勝票数 計 １４３８９３ 的中 � ２６４６５（２番人気）
複勝票数 計 ２１６３１２ 的中 � ３３１２４（２番人気）� ８６４０３（１番人気）� ５８６１（９番人気）
枠連票数 計 ７９６００ 的中 （５－８） １４８２４（２番人気）
馬連票数 計 ２２３１０５ 的中 �� ３８９３４（１番人気）
馬単票数 計 １８５８５６ 的中 �� １２２７２（３番人気）
ワイド票数 計 １１６３８１ 的中 �� １８８９４（１番人気）�� １８６２（１４番人気）�� ３１１９（１０番人気）
３連複票数 計 ３２７３５３ 的中 ��� ７３７２（１０番人気）
３連単票数 計 ５７９２４８ 的中 ��� ２６４８（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．４―４５．９

上り４F４６．４－３F３５．７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノトルネード �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．７．１７ 函館９着

２００８．４．３０生 牡３栗 母 マイネオルビット 母母 オ ル ビ タ ル ９戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
〔競走中止〕 チンタトゥルース号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサケマックス号・ブリリアントカレラ号は，平成２３年６月１４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。
（非当選馬） １頭 リネントワイニング号



１３０７９ ５月１４日 晴 稍重 （２３新潟１）第７日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時０５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

１１ スプリングルーシー 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４６８－ ６１：１１．４ ４．４�

６１１ ノボシャンパーニュ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９６＋１０１：１２．５７ ６．６�
５９ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１８＋ ２１：１２．７１� １７．８�
４６ � コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ４１：１２．８� ４．９�
４７ オメガリトルスター 牝５栗 ５５ 吉田 隼人原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：１３．１１� １４．２�
８１４ ジョーゲルダ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 馬道 隆 ４４０－１６ 〃 クビ ４０．０�
７１３ クリスリリー 牝６栗 ５５

５２ ▲花田 大昂加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４８－ ６１：１３．２クビ ３３．９	
７１２ イルドロール 牝５栗 ５５ 中舘 英二 
サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４７８－１０１：１３．５１� １３．７�
８１５ メジロブラボー 牝５芦 ５５ 村田 一誠
メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８＋ ４ 〃 アタマ ３１．３�
６１０ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４５０＋１０１：１４．１３� ５．３
３４ スナークチェリー 牝４栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
５８ クリンゲルベルガー 牝５芦 ５５ 田中 健 
キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４－ ４１：１４．３１� ２２．９�
２３ ティティチャーム 牝５鹿 ５５ 池崎 祐介冨塚不二子氏 田島 俊明 新ひだか 仲野牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ ４４６．９�
３５ � グレイシャスドータ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲平野 優安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４３６＋ ７１：１５．０４ ３３７．６�
２２ アンプレヴー 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一 
キャロットファーム 栗田 徹 早来 ノーザンファーム B４３２＋ ２１：１５．１� ７８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，９８０，１００円 複勝： １８，１９３，９００円 枠連： ７，７８５，９００円

馬連： ２１，４３７，３００円 馬単： １６，１６０，４００円 ワイド： １０，７５９，６００円

３連複： ３２，８２７，０００円 ３連単： ４８，６５４，２００円 計： １６５，７９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２４０円 � ３５０円 枠 連（１－６） ６２０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，１６０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ８，１４０円 ３ 連 単 ��� ３４，３３０円

票 数

単勝票数 計 ９９８０１ 的中 � １８１２８（１番人気）
複勝票数 計 １８１９３９ 的中 � ３５０２６（１番人気）� １９２５４（５番人気）� １１５８９（６番人気）
枠連票数 計 ７７８５９ 的中 （１－６） ９４０５（２番人気）
馬連票数 計 ２１４３７３ 的中 �� ９１７９（５番人気）
馬単票数 計 １６１６０４ 的中 �� ４５０７（４番人気）
ワイド票数 計 １０７５９６ 的中 �� ４５３２（５番人気）�� ２２５１（１３番人気）�� １７５７（２２番人気）
３連複票数 計 ３２８２７０ 的中 ��� ２９７８（２４番人気）
３連単票数 計 ４８６５４２ 的中 ��� １０４６（７６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１２．３―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．９―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングルーシー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００８．２．１７ 東京３着

２００５．４．１４生 牝６鹿 母 ヤクモサワヤカ 母母 ヤクモマジック ２１戦２勝 賞金 １９，４９０，０００円
〔その他〕 アンプレヴー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンプレヴー号は，平成２３年７月１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ネイヴルトウショウ号

１３０８０ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第８競走 ２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

２２ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９０± ０２：３０．７ １６．０�

５５ トキノヤマトボシ �５黒鹿５７ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４８－ ６ 〃 アタマ ５．２�
８１０ マイネルゲネラール 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ５０８－１４２：３１．１２� ６０．４�
４４ トミケンプライム 牡６栗 ５７

５４ ▲西村 太一冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１４＋ ２ 〃 クビ ６．４�
６６ トーセンマルゴー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４－１２２：３１．２� ９７．２�
１１ ベルウッドゼウス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ４９６－１０ 〃 クビ ８．６	
３３ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６８＋ ４２：３１．３� １．８

８９ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５００－ ４２：３１．４クビ １９．０�
７７ スマートファントム 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太大川 徹氏 高野 友和 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８２：３１．６１� １４．５�
７８ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４５８－１０ 〃 クビ ４９．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，２８５，８００円 複勝： ２０，４８８，８００円 枠連： ６，４４３，３００円

馬連： １９，５６２，８００円 馬単： ２０，３３６，９００円 ワイド： １０，９２６，６００円

３連複： ３１，１８７，４００円 ３連単： ６９，０１４，４００円 計： １９０，２４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４３０円 � １８０円 � １，７３０円 枠 連（２－５） ４，９５０円

馬 連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ７，７９０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ９，５８０円 �� ３，４００円

３ 連 複 ��� ５７，８３０円 ３ 連 単 ��� ３０３，１８０円

票 数

単勝票数 計 １２２８５８ 的中 � ６０７９（６番人気）
複勝票数 計 ２０４８８８ 的中 � １１４８３（６番人気）� ３９３７７（２番人気）� ２４６９（９番人気）
枠連票数 計 ６４４３３ 的中 （２－５） ９６２（１６番人気）
馬連票数 計 １９５６２８ 的中 �� ３６９７（１３番人気）
馬単票数 計 ２０３３６９ 的中 �� １９２９（２８番人気）
ワイド票数 計 １０９２６６ 的中 �� １９９３（１７番人気）�� ２７５（４３番人気）�� ７８７（２９番人気）
３連複票数 計 ３１１８７４ 的中 ��� ３９８（８０番人気）
３連単票数 計 ６９０１４４ 的中 ��� １６８（４３１番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．５―１２．６―１３．０―１３．５―１３．４―１２．７―１２．３―１１．８―１１．５―１２．０―１２．６

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―２５．３―３７．９―５０．９―１：０４．４―１：１７．８―１：３０．５―１：４２．８―１：５４．６―２：０６．１―２：１８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカスコーピオン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．２．２１ 東京４着

２００６．５．１４生 牡５鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer １３戦３勝 賞金 ２１，８００，０００円

追 加 記 事（第1回新潟競馬第 6日第 12競走）

〔その他〕　ラブチャーミー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。

〔鼻出血による出走制限〕　ラブチャーミー号は，平成 23年 7月 8日まで出走できない。



１３０８１ ５月１４日 晴 稍重 （２３新潟１）第７日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ サクラブライアンス 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８０－ ４１：５３．７ １０．３�

６１０ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 田辺 裕信�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５１８－ ２１：５４．６５ １．９�
７１３� エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５２２－１０１：５４．８１ ９．８�
６１１ アカシローレル 牡４黒鹿５７ 丸山 元気臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４２－ ６１：５５．０１� ４２．８�
４６ カフェラビリンス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２４－ ２ 〃 クビ １９．９�
３４ キョウエイナゲット 牡４黒鹿５７ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４５２＋ ２１：５５．３１� ３６．９�
５８ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５０２＋ ４１：５５．４クビ １２．３	
５９ � セレスブレイク �６鹿 ５７ 中舘 英二岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth

Stud Farm ５０２－ ４１：５５．７１� １５．９

３５ ニシキホマレ 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０８± ０１：５６．０２ ６８．０�
１１ ヴ ァ ル ナ 牡６栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４４４－１０１：５６．１� １１０．９�
２３ 	 シゲルゴユウサン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４９６＋ ４１：５６．４１� １４１．２
２２ コンヴィヴィオ 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９４－ ６１：５６．５� １３．８�
４７ 	 トーアミステリー 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４３０＋ ２１：５８．３大差 ２２１．０�
８１４ テーオージュピター 牡５栗 ５７ 竹之下智昭小笹 公也氏 友道 康夫 浦河 バンダム牧場 ５０４± ０ （競走中止） ６．０�

（１４頭）
８１５	 ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５０４＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，７０３，５００円 複勝： ２０，７８３，３００円 枠連： １０，７０７，７００円

馬連： ２６，５２５，６００円 馬単： ２１，４１７，８００円 ワイド： １４，７１７，８００円

３連複： ３７，６４０，１００円 ３連単： ６９，５０１，７００円 計： ２１３，９９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ４５０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，３７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １７，３７０円

票 数

単勝票数 差引計 １２７０３５（返還計 １４４４） 的中 � ９７７１（４番人気）
複勝票数 差引計 ２０７８３３（返還計 １７６５） 的中 � １３８２２（５番人気）� ６８０１４（１番人気）� １８４９７（４番人気）
枠連票数 差引計 １０７０７７（返還計 ４３８） 的中 （６－７） １７７４０（１番人気）
馬連票数 差引計 ２６５２５６（返還計 １７２１６） 的中 �� ２３２５１（３番人気）
馬単票数 差引計 ２１４１７８（返還計 １００１０） 的中 �� ６７２８（９番人気）
ワイド票数 差引計 １４７１７８（返還計 ５４３７） 的中 �� ９４２３（３番人気）�� ２４１８（１７番人気）�� ８１６５（４番人気）
３連複票数 差引計 ３７６４０１（返還計 ３２５９６） 的中 ��� ９７１８（９番人気）
３連単票数 差引計 ６９５０１７（返還計 ６２７０４） 的中 ��� ２９５３（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．３―５０．５―１：０３．０―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラブライアンス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．２．２１ 東京３着

２００７．６．６生 牡４黒鹿 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna ６戦２勝 賞金 １４，９００，０００円
〔競走除外〕 ボリュームゾーン号は，疾病〔右前管部挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔競走中止〕 テーオージュピター号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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 マルブツファイン号

１３０８２ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第１０競走 １，２００�
ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１４ ボンジュールメロン 牝４栗 ５５ 村田 一誠田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２０＋２２１：０９．６ １０．０�

７１３ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 松田 大作増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ３．２�
５９ マンダリンレイ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２８＋ ２１：０９．８１ ３８．１�
１２ � シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４７２± ０ 〃 アタマ １２．３�
３５ オリオンザポラリス 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ７．０�
６１１ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４７４± ０１：１０．０１ ４．５�
２４ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 中舘 英二竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８６＋ ４１：１０．３２ ６．２�
４７ � プリミエール 牝４栗 ５５ 津村 明秀 	ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４４４＋ ４１：１０．５１� ２９．６

８１５ マンゴプディング 牝４黒鹿５５ 柴原 央明 	ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４１２－ ６ 〃 ハナ ３７．９�
８１６ ナムラトリトン 牡４芦 ５７ 川須 栄彦奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ ２１１．７�
５１０� ネオヴェリーベリー 牝５黒鹿５５ 藤岡 康太小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２ 〃 アタマ ８７．３
６１２ デンコウラッキー 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７２＋１５１：１０．７１ １７９．４�
２３ セントアンズ 牝４栗 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０± ０１：１１．２３ １５．１�
３６ エスジーナミ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋赤沼 秀典氏 萩原 清 浦河 大北牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ２６．３�
１１ エーシンヨシツネ 牡４栗 ５７ 上村 洋行	栄進堂 坂口 正則 浦河 �原 敏明 B４７２－ ４１：１２．６９ ６７．６�
４８ レオーネバンダム 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹山科 統氏 斎藤 誠 浦河 バンダム牧場 ４３６＋ ４ （競走中止） ８７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０４３，１００円 複勝： ２２，８６１，３００円 枠連： １２，７５４，５００円

馬連： ３９，６９１，２００円 馬単： ２７，６８２，９００円 ワイド： １７，６４８，２００円

３連複： ５３，５６５，１００円 ３連単： １００，２９４，４００円 計： ２８９，５４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３３０円 � １６０円 � ７６０円 枠 連（７－７） １，４００円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３，７６０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １６，３３０円 ３ 連 単 ��� ７０，１６０円

票 数

単勝票数 計 １５０４３１ 的中 � １１８８２（５番人気）
複勝票数 計 ２２８６１３ 的中 � １６５６４（６番人気）� ５３３５７（１番人気）� ６０４９（１０番人気）
枠連票数 計 １２７５４５ 的中 （７－７） ６７６９（８番人気）
馬連票数 計 ３９６９１２ 的中 �� １９８５８（５番人気）
馬単票数 計 ２７６８２９ 的中 �� ６５４３（９番人気）
ワイド票数 計 １７６４８２ 的中 �� ６４６７（７番人気）�� １１１６（３７番人気）�� ２０９４（２３番人気）
３連複票数 計 ５３５６５１ 的中 ��� ２４２１（４８番人気）
３連単票数 計１００２９４４ 的中 ��� １０５５（１９８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．５―１１．６―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３４．０―４５．６―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンジュールメロン �
�
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 ２００９．１２．１９ 中山１着

２００７．３．２８生 牝４栗 母 コンフィチュール 母母 バッフドオレンジ １１戦２勝 賞金 ２６，５０６，０００円
〔競走中止〕 レオーネバンダム号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ショウナンダンク号・トップスマイル号・マックスストレイン号



１３０８３ ５月１４日 晴 稍重 （２３新潟１）第７日 第１１競走 １，８００�
な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．１５以降２３．５．８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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５ ウインリーズン 牡５芦 ５５ 田辺 裕信�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４５２－ ２１：５２．８ ２８．５�

２３ トップオブカハラ 牡４芦 ５５ 藤岡 康太横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４７８＋ ２１：５３．５４ ８．７�
７１３ トウショウロジック 牡４鹿 ５６ 丸山 元気トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ ６．２�
５９ ソルモンターレ 牡５鹿 ５５ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４４８－ ２１：５３．７１� ７．４�
４６ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５６ 上村 洋行諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９８＋１２１：５４．０２ ６．８�
５８ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ８ 〃 ハナ ２６．６	
８１４� クジュウクシマ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：５４．１クビ ４．２

１１ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５５ 古川 吉洋福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７２± ０ 〃 ハナ ７．６�
４７ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５３ 平野 優圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８０－１２１：５４．５２� １８５．１�
６１０ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５２ 高倉 稜武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３６－ ２１：５５．２４ ８２．８
２２ タマノリテラシー 牝４栗 ５２ 川須 栄彦玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B５００＋ ４１：５５．３� ２６．２�
６１１ マルタカワンタッチ 牡６黒鹿５２ 丹内 祐次國立 治氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５０４± ０１：５５．７２� １８９．５�
３５ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５２ 中舘 英二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４６－ ４１：５５．８� ５．３�
７１２ レ ン ト ゲ ン 牡７栗 ５３ 小島 太一加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４－ １１：５６．０� １２０．４�
３４ プレンティスピード 牡９栗 ５１ 伊藤 工真鈴木 芳夫氏 田島 俊明 静内 ビツグレツドフアーム ４５０－ ８１：５６．３１� ２４１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３２７，９００円 複勝： ３８，７４５，４００円 枠連： ２１，６９３，６００円

馬連： １００，６２０，４００円 馬単： ５７，０４３，０００円 ワイド： ３２，５２１，９００円

３連複： １２７，７６０，１００円 ３連単： ２２４，２６２，９００円 計： ６２３，９７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ７６０円 � ３６０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ２，０１０円

馬 連 �� １８，１８０円 馬 単 �� ３６，６４０円

ワ イ ド �� ５，０５０円 �� ２，５６０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２７，５３０円 ３ 連 単 ��� ２９７，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３２７９ 的中 � ５８９７（１０番人気）
複勝票数 計 ３８７４５４ 的中 � １１９０７（１０番人気）� ２８６５９（７番人気）� ４４７７０（４番人気）
枠連票数 計 ２１６９３６ 的中 （２－８） ７９８６（１６番人気）
馬連票数 計１００６２０４ 的中 �� ４０８５（４５番人気）
馬単票数 計 ５７０４３０ 的中 �� １１４９（９０番人気）
ワイド票数 計 ３２５２１９ 的中 �� １５５５（４８番人気）�� ３１１６（３２番人気）�� ６４５０（１９番人気）
３連複票数 計１２７７６０１ 的中 ��� ３４２５（９１番人気）
３連単票数 計２２４２６２９ 的中 ��� ５５６（６９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１３．１―１２．６―１２．０―１２．４―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．０―５０．１―１：０２．７―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインリーズン �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．６．２１ 福島３着

２００６．２．２２生 牡５芦 母 ウインミュートス 母母 インクワイアリー １８戦２勝 賞金 ３３，２８６，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルティニーク号
（非抽選馬）２１頭 アキノフライ号・アポカリプス号・オリエンタルコール号・サンレイハスラー号・シルクファルシオン号・

シンワラヴ号・ジールドリル号・セトノメジャー号・ダイビングキャッチ号・タマモビート号・テルミーホワイ号・
ドリームリバイバル号・ニシノサンタロウ号・ハジメレンジャー号・パミーナ号・ヒカリコーズウェー号・
ヒロノキョウシュウ号・ファイナルパンチ号・フルボディー号・モエレジュンキン号・レアメタル号

１３０８４ ５月１４日 晴 良 （２３新潟１）第７日 第１２競走 ��１，６００�
い し う ち

石 打 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７９ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 木幡 初広山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８２＋ ２１：３５．０ ８．９�

３３ マイネルドルチェ 牡４栗 ５７ 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 B４６２－１２１：３５．２１� １３．２�

６７ � メイショウピゴット 牡４黒鹿５７ 中舘 英二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ９１：３５．４１� ６１．２�
５６ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５００＋ ２ 〃 ハナ ５．７�
４４ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５３２－ ８１：３５．６１� ３．９�
８１２ サトノロマネ �５鹿 ５７ 丸山 元気里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４６２－２８１：３５．８１� １０．５	
５５ � タマモユニヴァース 牡５栗 ５７ 松田 大作タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ５００－ ６ 〃 ハナ ６３．７

６８ エクセリオン 牡４芦 ５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ６１：３５．９� ３．６�
８１１ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４６８－１０ 〃 ハナ ９．５�
１１ 	 フレデフォート 牡４鹿 ５６ 高倉 稜 キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４３６－ ８１：３６．０� ２８．６�
７１０ ローグランド 牡４栗 ５７ 村田 一誠大川 博靖氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４７８＋ ２１：３６．１
 １９７．９�
２２ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ２１：３６．４１
 １２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３８，６００円 複勝： ３２，７６０，０００円 枠連： １３，１４７，４００円

馬連： ５１，５７２，９００円 馬単： ３４，０８５，８００円 ワイド： ２２，０１０，４００円

３連複： ７０，７０８，８００円 ３連単： １２６，５１２，５００円 計： ３７１，１３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３００円 � ４１０円 � １，３７０円 枠 連（３－７） ５，３７０円

馬 連 �� ５，６７０円 馬 単 �� １０，９２０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ５，０７０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ６４，６７０円 ３ 連 単 ��� ２９３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３８６ 的中 � １８１９０（４番人気）
複勝票数 計 ３２７６００ 的中 � ３１９０１（４番人気）� ２１５８８（７番人気）� ５５４４（１１番人気）
枠連票数 計 １３１４７４ 的中 （３－７） １８１０（２１番人気）
馬連票数 計 ５１５７２９ 的中 �� ６７１７（２６番人気）
馬単票数 計 ３４０８５８ 的中 �� ２３０４（５１番人気）
ワイド票数 計 ２２０１０４ 的中 �� ４８５０（１７番人気）�� １０５１（４７番人気）�� １１５２（４３番人気）
３連複票数 計 ７０７０８８ 的中 ��� ８０７（１４０番人気）
３連単票数 計１２６５１２５ 的中 ��� ３１８（６８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．４―１２．１―１２．２―１１．８―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．９―４７．０―５９．２―１：１１．０―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神２着

２００７．２．１９生 牡４芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー １０戦２勝 賞金 ２０，９０６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２３新潟１）第７日 ５月１４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 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

１６０，５１０，０００円
６，１１０，０００円
１，７４０，０００円
１５，１５０，０００円
５８，７７５，５００円
４，５２４，０００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
１５４，６２８，３００円
２５４，７１７，７００円
１１６，１８３，４００円
３７７，１４８，６００円
２７１，９３２，２００円
１７２，５０７，９００円
５２７，８３０，４００円
９１０，２６０，０００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 ２，７８５，２０８，５００円

総入場人員 ９，５７２名 （有料入場人員 ８，３９０名）


