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１３０８５ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８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）

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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３４＋ ６１：５６．１ ３．８�

８１４ スペシャルピース 牝３栗 ５４
５３ ☆川須 栄彦�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５０± ０１：５６．８４ ８．８�

２２ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 丸山 元気谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７２± ０１：５７．０１� ８．１�
２３ サマーティアラ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４２６＋ ２１：５７．１� ５．７�
３４ エーシンミモザ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４５６＋ ２１：５７．２� １６．５�
６１０ ク ラ ベ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優下河	行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ ２．５

５８ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 中舘 英二岡田 隆寛氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４５６－ ２１：５７．４１� ２７．５�
７１３ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２８＋ ６１：５８．１４ ６９．２�
８１５ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４１６－ ６１：５８．７３� ２００．８
５９ サクラオイデ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 日高 原田牧場 ４１６± ０１：５９．０２ １４１．７�
６１１ ホワイトサンズ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋日下部勝�氏 土田 稔 日高 本間牧場 ５０４＋ ４ 〃 アタマ １６１．３�
１１ スターブルーウッド 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４７４＋ ６１：５９．２１� ４３．６�
４７ グリーンフォンテン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４０６－ ４２：００．４７ １７１．７�
３５ ウォーターアース 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４１８－１０ 〃 ハナ ２３６．２�
４６ ヒルノヴィッラ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩蛭川 正文氏 牧 光二 新冠 �原 光子 ４８０ ―２：０１．１４ ８９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，８４１，８００円 複勝： １６，２９５，４００円 枠連： ６，８４９，３００円

馬連： ２１，５２６，８００円 馬単： １７，３９８，８００円 ワイド： １０，３８４，４００円

３連複： ３３，６４４，６００円 ３連単： ５４，１６６，９００円 計： １６９，１０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ２７０円 枠 連（７－８） １，４２０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ６１０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 ��� １８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ８８４１８ 的中 � １８４６３（２番人気）
複勝票数 計 １６２９５４ 的中 � ３４５５８（２番人気）� １６００６（４番人気）� １４１３８（５番人気）
枠連票数 計 ６８４９３ 的中 （７－８） ３５６２（６番人気）
馬連票数 計 ２１５２６８ 的中 �� １０３４５（６番人気）
馬単票数 計 １７３９８８ 的中 �� ４９８２（１０番人気）
ワイド票数 計 １０３８４４ 的中 �� ４３２２（６番人気）�� ４３１０（７番人気）�� ２４３９（１４番人気）
３連複票数 計 ３３６４４６ 的中 ��� ６４２２（１３番人気）
３連単票数 計 ５４１６６９ 的中 ��� ２１４９（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．７―５０．７―１：０４．６―１：１７．８―１：３１．２―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ショウナンガーデン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．８．１５ 新潟５着

２００８．３．２６生 牝３鹿 母 キューピッズハート 母母 Femme Amoureuse ８戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウフジッコ号

１３０８６ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第２競走 ��２，２００�サラブレッド系３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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

４８ アクアブルーコナー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４３２± ０２：１５．３ １．６�

７１４ トップモースト 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４４２－ ４２：１５．７２� １７８．４�
３６ メイショウリョウマ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８－ ２ 〃 アタマ ３５．４�
６１１ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ 村田 一誠丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４５８＋ ８２：１５．８� １１．１�
２４ アズマユニヴァース 牡３栗 ５６ 藤岡 康太東 哲次氏 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ４７４－１０２：１５．９� ９．９�
３５ アストロボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４７６－ ２２：１６．２２ １０２．８�
５９ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ４２：１６．３� １５．９	
８１６ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０２－ ４ 〃 ハナ ３９．４

２３ クリーンメタボ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６０± ０２：１６．５１� ７３．０�
７１３ グッドスピード 牡３栗 ５６ 上村 洋行�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６６－ ２２：１６．６� ８．０�
４７ アンクルポケット 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 坂本 春雄 B４０４－ ４ 〃 ハナ １０．０
１２ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 B４４６＋ ４２：１６．９１� １２０．６�
６１２ ドレミファドン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４９２ ―２：１７．３２� １１６．１�
８１５ コスモインパクター 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか フジワラフアーム ４３６± ０ 〃 クビ ２２．２�
５１０ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５４－ ２２：１７．６１� ３９２．７�
１１ アクアアルタ �３鹿 ５６ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４４８＋ ４２：２２．９大差 １６７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６６２，４００円 複勝： ２９，９０８，５００円 枠連： ６，２９６，４００円

馬連： ２０，８８３，３００円 馬単： １７，５７６，３００円 ワイド： １０，４３９，７００円

３連複： ２９，１２４，６００円 ３連単： ５０，９６５，４００円 計： １７５，８５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３，０００円 � ７１０円 枠 連（４－７） ４７０円

馬 連 �� １０，９７０円 馬 単 �� １６，０４０円

ワ イ ド �� ４，７７０円 �� ９５０円 �� ４１，４８０円

３ 連 複 ��� ８２，６７０円 ３ 連 単 ��� ３６５，１７０円

票 数

単勝票数 計 １０６６２４ 的中 � ５３２８０（１番人気）
複勝票数 計 ２９９０８５ 的中 � １９０９７０（１番人気）� １０３３（１５番人気）� ４８０８（９番人気）
枠連票数 計 ６２９６４ 的中 （４－７） ９９３７（１番人気）
馬連票数 計 ２０８８３３ 的中 �� １４０５（２６番人気）
馬単票数 計 １７５７６３ 的中 �� ８０９（４０番人気）
ワイド票数 計 １０４３９７ 的中 �� ５２９（４３番人気）�� ２８３５（８番人気）�� ６０（９９番人気）
３連複票数 計 ２９１２４６ 的中 ��� ２６０（１４１番人気）
３連単票数 計 ５０９６５４ 的中 ��� １０３（６５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．０―３５．３―４７．２―１：００．０―１：１３．３―１：２６．４―１：３９．１―１：５１．２―２：０３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アクアブルーコナー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神９着

２００８．６．１４生 牡３栗 母 チアズスミレ 母母 グリーンスミレ ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアアルタ号は，平成２３年６月１５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 ゴールドループ号

第１回　新潟競馬　第８日



１３０８７ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２２ � フェアユース 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ４９８＋ ６１：１３．７ ２．７�

６１０ パープルセンリョ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５１０ ―１：１４．１２� １７８．３�
８１５ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ７．６�
３４ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４８８＋２０１：１４．４１� １５．８�
４７ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２１：１４．７１� ２．７�
４６ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４４± ０１：１４．８� ７．７�
５８ ラグランダム 牝３鹿 ５４ 丸山 元気嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４３０－ ８１：１４．９� １６．４	
３５ プレストリガー 牡３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜吉永 清美氏 目野 哲也 新冠 八木 常郎 ４１４＋１２１：１５．０� ７２．７

５９ � デ ラ セ ー ラ 牝３栗 ５４ 中舘 英二荒井 壽明氏 手塚 貴久 米 Hidekazu

Date B４５２± ０１：１５．１� ２３．０�
１１ ユキノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 B４７０－ ２１：１５．３１� ７１．４�
６１１ イーグルフォンテン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６０－ ２ 〃 ハナ ４５．１
７１２ シ ュ ヤ ク 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優田中 春美氏 嶋田 潤 浦河 桑田 正己 ４８４ ―１：１５．６１� １３８．４�
２３ ノッティングガール 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社

ケイズ ４８４ ―１：１５．９１� ２０７．６�
８１４ メインフォース 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平新木 鈴子氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４８４ ―１：１９．５大差 ２７９．５�
７１３ ラオシャンロン 牡３栗 ５６ 田中 健幅田 京子氏 白井 寿昭 浦河 昭和牧場 ４７２ ―１：２３．９大差 １１５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，７４５，８００円 複勝： １６，４１８，４００円 枠連： ７，８４１，１００円

馬連： ２１，４１４，６００円 馬単： １８，４６４，０００円 ワイド： １１，６３３，１００円

３連複： ２９，５９６，５００円 ３連単： ４８，９３４，１００円 計： １６５，０４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３，２６０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ５，３３０円

馬 連 �� ２６，０４０円 馬 単 �� ３５，２２０円

ワ イ ド �� ７，９７０円 �� ５５０円 �� １１，９００円

３ 連 複 ��� ４４，６７０円 ３ 連 単 ��� ２４７，３６０円

票 数

単勝票数 計 １０７４５８ 的中 � ３２２２５（１番人気）
複勝票数 計 １６４１８４ 的中 � ４２５８７（１番人気）� ８７９（１３番人気）� １８１２３（４番人気）
枠連票数 計 ７８４１１ 的中 （２－６） １０８６（１４番人気）
馬連票数 計 ２１４１４６ 的中 �� ６０７（４３番人気）
馬単票数 計 １８４６４０ 的中 �� ３８７（６７番人気）
ワイド票数 計 １１６３３１ 的中 �� ３４３（４８番人気）�� ５７４３（４番人気）�� ２２９（５７番人気）
３連複票数 計 ２９５９６５ 的中 ��� ４８９（８６番人気）
３連単票数 計 ４８９３４１ 的中 ��� １４６（４７８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１２．０―１２．９―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３５．０―４７．９―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェアユース �
�
父 Rahy �

�
母父 Lavirco デビュー ２０１０．９．１９ 中山２着

２００８．３．７生 牡３栗 母 Lolita 母母 Little Movie Star ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メインフォース号・ラオシャンロン号は，平成２３年６月１５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 コーンビスティー号

１３０８８ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第４競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

２：００．２
１：５６．４

良

良

５９ メジロコウミョウ 牝３青鹿５４ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２－ ２２：０３．７ ９．８�

４７ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２．８�
６１２ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０± ０２：０３．９１� ５．３�
２４ クイーンオリーブ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４４＋ ２２：０４．１１ ３．８�
６１１ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４５８－１６ 〃 クビ ４６．４�

８１５ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 駿河牧場 ４２０＋ ２２：０４．３１� ６７．６�
４８ デルマラートリー 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４４８－ ６２：０４．６１� １３４．６	
１２ メリーハート 牝３栗 ５４ 石橋 脩栗山 良子氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ４６４± ０２：０４．８１� １８．６

８１６ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４１２＋ ４ 〃 クビ ７．３�
３５ マイネオーチャード 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５０＋１８２：０４．９� １７．６
７１３ バ レ ン シ ア 牝３栃栗５４ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 松山 将樹 新ひだか ケイアイファーム ４４０－２６ 〃 ハナ ２５７．６�
２３ マキハタフォルテ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７２＋ ６２：０５．２１� １６２．４�
１１ トウカイカンナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ４３８＋ ８２：０５．４１� ３６１．０�
５１０ マ リ ア 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也岡 浩二氏 中竹 和也 新ひだか 今 牧場 ４３２－ ２２：０５．５クビ ７９．５�
７１４ ジレイトソーニ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ４３４ ―２：０５．６� ３４．７�
３６ ピースワンレディ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４３４＋ ４２：０６．０２� ３９９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８６４，１００円 複勝： １５，８８６，５００円 枠連： ７，３２８，０００円

馬連： ２１，９４７，６００円 馬単： １７，６１３，０００円 ワイド： １１，５５７，４００円

３連複： ３０，７６０，５００円 ３連単： ４８，４３４，３００円 計： １６５，３９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（４－５） １，４９０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ８７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� ２０，７３０円

票 数

単勝票数 計 １１８６４１ 的中 � ９６２０（５番人気）
複勝票数 計 １５８８６５ 的中 � １５９９３（５番人気）� ３４３４６（１番人気）� ２５０１１（３番人気）
枠連票数 計 ７３２８０ 的中 （４－５） ３６４１（７番人気）
馬連票数 計 ２１９４７６ 的中 �� １０４０８（５番人気）
馬単票数 計 １７６１３０ 的中 �� ３３４６（１３番人気）
ワイド票数 計 １１５５７４ 的中 �� ４２０５（７番人気）�� ３０２２（１１番人気）�� １１５４４（１番人気）
３連複票数 計 ３０７６０５ 的中 ��� １１０８３（５番人気）
３連単票数 計 ４８４３４３ 的中 ��� １７２５（５３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．４―１３．６―１３．７―１３．０―１１．９―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．８―４９．４―１：０３．１―１：１６．１―１：２８．０―１：３９．８―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メジロコウミョウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．１９ 阪神５着

２００８．３．１５生 牝３青鹿 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル ３戦１勝 賞金 ５，６５０，０００円
〔制裁〕 メジロコウミョウ号の騎手黛弘人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影響）



１３０８９ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第５競走 １，６００�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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１４ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ６１：３５．７ ５．２�

４７ オーロラスクリーン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４４６－２４１：３５．８� ４１．７�
２４ メイショウルピナス 牝３栗 ５４ 中舘 英二松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 太陽牧場 ４４０－ ４１：３５．９� ３．７�
５９ アイアンセラヴィ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：３６．２２ １２０．８�
３６ インフィニート 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－１２１：３６．３� ５．５�
８１６ サンデンマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４８６－ ４１：３６．５１ ２３．２�
６１１ デルマガネーシャ 牡３青鹿５６ 丸山 元気浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４．４	
５１０ アースエンブレム 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３４－ ４１：３６．６� ３６．４

１２ グレートヴァリュー 牡３黒鹿５６ 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４６２－ ６１：３６．７� ２３．０�
６１２ カトルズスルー 牝３栗 ５４ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ １５．６�
７１３ アカシビンゴ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 成隆牧場 ４３８ ―１：３７．１２� ３１４．０
２３ キャノンビスティー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１４－ ４ 〃 アタマ １２．４�
４８ アズマインパクト 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ １８．８�
１１ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム ４３８－ ６１：３７．９５ １３６．４�
３５ レオファンタジー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 びらとり牧場 ４３４ ―１：３８．０� ８４．６�
８１５ ノブサプライズ �３栗 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４２４－ ８１：４０．０大差 ５２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８３４，６００円 複勝： １８，７４２，９００円 枠連： ９，４０８，９００円

馬連： ２６，７９０，３００円 馬単： １９，２６９，８００円 ワイド： １２，７９４，７００円

３連複： ３５，８３４，４００円 ３連単： ５５，６７７，９００円 計： １９０，３５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ９７０円 � １８０円 枠 連（４－７） ３，３７０円

馬 連 �� ７，９６０円 馬 単 �� １２，６１０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� ３９０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ８，７４０円 ３ 連 単 ��� ７６，５２０円

票 数

単勝票数 計 １１８３４６ 的中 � １８１３１（３番人気）
複勝票数 計 １８７４２９ 的中 � ２９４１３（４番人気）� ３６８５（１１番人気）� ３３１８８（２番人気）
枠連票数 計 ９４０８９ 的中 （４－７） ２０６１（１５番人気）
馬連票数 計 ２６７９０３ 的中 �� ２４８５（３３番人気）
馬単票数 計 １９２６９８ 的中 �� １１２８（５０番人気）
ワイド票数 計 １２７９４７ 的中 �� １１２２（３３番人気）�� ９２５７（２番人気）�� １６４７（２２番人気）
３連複票数 計 ３５８３４４ 的中 ��� ３０２９（２６番人気）
３連単票数 計 ５５６７７９ 的中 ��� ５３７（２４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．１―１２．５―１２．４―１１．７―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３６．２―４８．７―１：０１．１―１：１２．８―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
３ １０，１２（６，１６）（１，９）１４（５，７）（２，８，１３，１５）－（１１，４，３） ４ １０，１２（６，１６）（１，９，１４）（５，７）１５（２，８，１３）（１１，４，３）

勝馬の
紹 介

ヒダカアルテミス �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．８．１５ 札幌５着

２００８．４．２生 牝３栗 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノブサプライズ号は，平成２３年６月１５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 サニーヘイロー号

１３０９０ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８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）

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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５００－１４１：１１．８ ２．５�

５８ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ 津村 明秀岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ５．９�
１１ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８０± ０１：１２．１２ ５．７�
３４ タイキルネサンス 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５３６± ０１：１２．２� ３．３�
２２ ラブエーヤン 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ２１：１２．４� １８５．２�
４７ スズカジェネラル 牡４栗 ５７ 丸田 恭介永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６６－ ４１：１２．７１� １１７．９	
７１２� ゴールインマーク 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４９６＋１２１：１２．８� ４０．４

８１４ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ 中舘 英二山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ４１：１２．９� １５．５�
７１３� タ カ ラ ボ ス 牡７栗 ５７

５４ ▲西村 太一栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２８－１６ 〃 クビ １８４．１�
５９ シングンデパーチャ 牡４栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５２２＋１４１：１３．０� ４０．３
８１５ トーセンロマネ 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：１３．２１� ６４．１�
４６ � グラスグローリー 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４３０＋ ４１：１３．４１� １０９．８�
２３ � インターラーケン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 新冠 競優牧場 ４８２＋ ２１：１３．９３ ２９９．７�
６１１ ピースオブケイク 牡４栗 ５７ 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０＋ ６１：１４．０� ２５．３�
３５ メイショウアーチャ 牡６青 ５７ 村田 一誠松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ５２６＋１６１：１４．７４ ５５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，８６３，０００円 複勝： １４，４５３，０００円 枠連： ７，７４９，８００円

馬連： ２３，２４６，１００円 馬単： １８，５４８，５００円 ワイド： １２，０９０，３００円

３連複： ３２，６８０，１００円 ３連単： ５４，３３４，６００円 計： １７４，９６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（５－６） ６２０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ４１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ６，０５０円

票 数

単勝票数 計 １１８６３０ 的中 � ３７４１２（１番人気）
複勝票数 計 １４４５３０ 的中 � ３０９７４（１番人気）� ２２７０３（３番人気）� ２０７８０（４番人気）
枠連票数 計 ７７４９８ 的中 （５－６） ９３０３（２番人気）
馬連票数 計 ２３２４６１ 的中 �� ２４５１３（２番人気）
馬単票数 計 １８５４８５ 的中 �� ９８６３（３番人気）
ワイド票数 計 １２０９０３ 的中 �� ９６０５（２番人気）�� ７１４４（３番人気）�� ６６０８（５番人気）
３連複票数 計 ３２６８０１ 的中 ��� １７３２２（３番人気）
３連単票数 計 ５４３３４６ 的中 ��� ６６３３（７番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．２―１１．５―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．１―３４．６―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエルドラド �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．６．２９ 福島３着

２００６．４．２９生 牡５鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You ２２戦３勝 賞金 ３５，４４０，０００円
※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。
（非抽選馬） ６頭 コスモカラーズ号・タガノディーバ号・バージンバラード号・マンガンオトメ号・ラヴソースウィート号・

レグルスハート号



１３０９１ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

若手騎手，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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１４ ロードヴィオレット 牡４青鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ５２６＋１２１：４７．９ ５．１�

４６ � ハイレイヤー 牝４鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：４８．０� ３１．２�

３５ マイファーストラヴ 牝５青鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ２．６�

５９ メイショウタフ 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲花田 大昂松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５４０＋ ６ 〃 アタマ １３．９�

８１５� サトノサウザー 牡４栗 ５７
５４ ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８－１４１：４８．２１� １０．９�

５８ メイショウデューイ 牡５鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８－１２１：４８．３� １３．７	
２２ ル ロ ワ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲平野 優栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４６４± ０１：４８．４� ５．３

２３ トウカイフィット 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ １９．６�
６１１ ヴァルガリス 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４＋ ４１：４８．６１� １１１．２�

７１２ ステイマックス �５鹿 ５７ 草野 太郎谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２１：４８．８１� １７４．４
４７ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７

５６ ☆松山 弘平中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０２± ０１：４８．９� １９．８�
３４ � エアパルーザ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２－１２ 〃 アタマ ２１９．２�
７１３ ミッキーボンボン 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４８６＋ ２１：４９．１１� ７２．５�
６１０ ハ イ マ ー ク 牝４栗 ５５ 黛 弘人田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４４２－１０１：４９．８４ １２．５�
１１ ツインズメモリー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次永田 和彦氏 鈴木 孝志 門別 森永牧場 ４６０＋１０１：４９．９� １８６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，９３１，３００円 複勝： １６，６８６，１００円 枠連： ８，３０６，８００円

馬連： ２１，８８１，１００円 馬単： １７，０５８，３００円 ワイド： １０，５８０，０００円

３連複： ３１，３６８，４００円 ３連単： ５２，６２９，４００円 計： １６９，４４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � ４９０円 � １４０円 枠 連（４－８） ３，１７０円

馬 連 �� １０，８４０円 馬 単 �� １９，５８０円

ワ イ ド �� ２，９４０円 �� ４００円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ９，０００円 ３ 連 単 ��� ８４，６２０円

票 数

単勝票数 計 １０９３１３ 的中 � １６９０９（２番人気）
複勝票数 計 １６６８６１ 的中 � １７６５７（３番人気）� ６５２８（９番人気）� ４４１９５（１番人気）
枠連票数 計 ８３０６８ 的中 （４－８） １９３５（１２番人気）
馬連票数 計 ２１８８１１ 的中 �� １４９１（３５番人気）
馬単票数 計 １７０５８３ 的中 �� ６４３（６８番人気）
ワイド票数 計 １０５８００ 的中 �� ８１９（３５番人気）�� ７２３８（２番人気）�� ２３９５（１１番人気）
３連複票数 計 ３１３６８４ 的中 ��� ２５７５（２７番人気）
３連単票数 計 ５２６２９４ 的中 ��� ４５９（２７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３５．９―４７．７―５９．６―１：１１．３―１：２３．４―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードヴィオレット �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．８．２ 小倉１着

２００７．３．２４生 牡４青鹿 母 アンビナウン 母母 Rose Park ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円

１３０９２ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第８競走 １，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３４ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５４＋ ６１：２３．３ １．６�

１１ ミスベルツリー 牝５栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ６１：２３．５１ ７．１�
８１４� サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４３２－ ２ 〃 アタマ ４．７�
５８ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 松田 大作山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５０＋ ４１：２３．７１� ２０．６�
７１３ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ２７．８�
２２ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ １０．２	
６１０ ファーレサルティ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：２３．９１� ５０．９

４７ スズカサクセス 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７０＋ ８１：２４．０� ４２．１�
３５ � ケイティローレル 牝５栗 ５５ 古川 吉洋瀧本 和義氏 日吉 正和 浦河 永田 克之 ４４２－ ６１：２４．１� １４６．９�
６１１ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４２＋１０ 〃 クビ ６７．２
８１５ パワーショウ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６８＋１４１：２４．４１� ２５８．８�
７１２ ヴィッテリア 牝７栗 ５５

５２ ▲平野 優桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ４００± ０１：２４．５� ３４０．９�
４６ � プライズデイ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 B４４４－１５１：２４．９２� ８６．１�
２３ フーカットザチーズ 牝４芦 ５５ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２８－ ６１：２５．０� ９４．３�
５９ � チェアフルハイジ 牝４栗 ５５ 村田 一誠 MOSパートナーシップ 小野 次郎 浦河 有限会社

吉田ファーム ３９６－１６１：２６．０６ ２４１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，５９３，４００円 複勝： ２６，０７６，８００円 枠連： ７，８１７，７００円

馬連： ２４，１４９，０００円 馬単： ２２，２８６，２００円 ワイド： １１，８３０，７００円

３連複： ３３，８０８，７００円 ３連単： ７１，０９０，６００円 計： ２０８，６５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－３） ５８０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ２，３２０円

票 数

単勝票数 計 １１５９３４ 的中 � ５７８１５（１番人気）
複勝票数 計 ２６０７６８ 的中 � １４９８２４（１番人気）� ２５１３５（３番人気）� ２６５０７（２番人気）
枠連票数 計 ７８１７７ 的中 （１－３） １０１２０（２番人気）
馬連票数 計 ２４１４９０ 的中 �� ３５６４６（２番人気）
馬単票数 計 ２２２８６２ 的中 �� ２４４６９（２番人気）
ワイド票数 計 １１８３０７ 的中 �� １２７５６（２番人気）�� １８５２４（１番人気）�� ５６６６（４番人気）
３連複票数 計 ３３８０８７ 的中 ��� ３４２０１（１番人気）
３連単票数 計 ７１０９０６ 的中 ��� ２２６５６（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３５．７―４８．２―５９．９―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グァンタナメラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００９．１２．２６ 中山２着

２００７．４．９生 牝４黒鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance １４戦２勝 賞金 ２７，０００，０００円
※出走取消馬 プラグマティズム号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 クィンビークイーン号・ミッキーハンター号



１３０９３ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第９競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５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

４７ ワルトユニヴァース 牡４栗 ５７ 田辺 裕信的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４５０－１６１：５３．６ ９．０�

６１１ ドリームシガー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５２６－１０１：５４．４５ ２７．２�
８１４ トウカイノーマル 牡４青鹿 ５７

５４ ▲平野 優内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２８± ０ 〃 クビ ５．１�
７１２ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５４± ０１：５４．５クビ ９．７�
７１３ ユウターグローバル 牡５青鹿５７ 吉田 隼人北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ３．８�
５９ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０６＋ ４ 〃 アタマ ９．５�
５８ � スターウォーズ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４６６＋ ６１：５４．６クビ ３２．８	
８１５ オールザワールド 牡４黒鹿５７ 田中 健前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ２１：５４．７� ６．８

２２ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９２－ ２１：５４．９１ １１７．３�
１１ � ディアシークレット �４青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ３２．８�
３５ ヒゼンリバイバル 牡５鹿 ５７ 黛 弘人前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５２４± ０１：５５．１１ ８．０�
４６ スターサイクル 牡５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４９０＋ ４１：５５．３１� ５７．８�
２３ レッドシャドウ �５鹿 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４５６－ ６ 〃 ハナ ２５．４�
６１０ エイユーブラッサム 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４４＋ ８１：５５．４� ４７．９�

３４ サクラシザーズ 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 ４９４－ ６１：５５．６１� ３７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５０８，４００円 複勝： ２２，２７５，１００円 枠連： １４，２６８，０００円

馬連： ３５，５４５，３００円 馬単： ２４，６７８，１００円 ワイド： １６，１７２，７００円

３連複： ５３，４８５，３００円 ３連単： ８７，９３２，１００円 計： ２６６，８６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ４１０円 � ７６０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ６，０５０円

馬 連 �� ９，１１０円 馬 単 �� １９，３４０円

ワ イ ド �� ３，５６０円 �� １，３４０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ２２，７２０円 ３ 連 単 ��� １５０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １２５０８４ 的中 � １１０４８（５番人気）
複勝票数 計 ２２２７５１ 的中 � １３６４７（７番人気）� ６７７９（８番人気）� ３０９５４（２番人気）
枠連票数 計 １４２６８０ 的中 （４－６） １７４２（２０番人気）
馬連票数 計 ３５５４５３ 的中 �� ２８８１（３０番人気）
馬単票数 計 ２４６７８１ 的中 �� ９４２（６０番人気）
ワイド票数 計 １６１７２７ 的中 �� １１０１（４１番人気）�� ３０２６（１７番人気）�� １９７４（２３番人気）
３連複票数 計 ５３４８５３ 的中 ��� １７３８（７６番人気）
３連単票数 計 ８７９３２１ 的中 ��� ４３１（４７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．６―５１．３―１：０４．１―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワルトユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．５．２２ 京都１１着

２００７．３．２９生 牡４栗 母 ワルトシュタイン 母母 プレティッシモ ７戦２勝 賞金 １４，７５０，０００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 フェバリットアワー号・マキハタビリケン号

１３０９４ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第１０競走 ��１，２００�ゆ き つ ば き 賞
発走１４時４０分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１５ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５８＋ ４１：０９．９ ４．８�

８１６ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７０－１０ 〃 クビ １０．３�
７１３ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９４－ ２１：１０．０クビ ６．４�
５９ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４６２＋ ４１：１０．２１� ４．４�
７１４ ポピュラーストック 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １０．６�
６１１ ミスターマスタード 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４４２－ ４１：１０．３クビ １７．２	
２４ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４ 小野寺祐太齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４５６＋ ６１：１０．６１� ６．１

４８ フェイスフルラバー 牝３栗 ５４ 石橋 脩井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 太陽牧場 ４２０± ０１：１０．９１� ２７．９�
５１０ キミニアエタキセキ 牝３黒鹿５４ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４２８－ ６１：１１．１１� ２５．２�
３５ メイショウゴウヒメ 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ４３６－ ８ 〃 ハナ １７．０�
３６ � サウスワンダー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥金井 順一氏 松山 将樹 日高 松平牧場 ４０８± ０１：１１．３１� １６２．５�
２３ タイセイクライマー 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：１１．５１� ２０．４�
４７ � シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４８４－ ４１：１１．７１� ３５．６�
６１２ アイランズギフト 牝３鹿 ５４ 西村 太一下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １５７．３�
１２ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ ４４．５�
１１ フレンドミー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 B４４６± ０１：１２．９７ ９２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１６１，１００円 複勝： ２６，０９６，７００円 枠連： １７，７２３，５００円

馬連： ５５，１９６，５００円 馬単： ３２，４６８，５００円 ワイド： ２０，９２７，８００円

３連複： ７１，１２２，９００円 ３連単： １１６，９７４，２００円 計： ３５６，６７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（８－８） １，２８０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ６９０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ２７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １６１６１１ 的中 � ２６５７８（２番人気）
複勝票数 計 ２６０９６７ 的中 � ５５７９１（１番人気）� ２１３３４（５番人気）� ２７９７９（４番人気）
枠連票数 計 １７７２３５ 的中 （８－８） １０２２５（７番人気）
馬連票数 計 ５５１９６５ 的中 �� ２１２４１（７番人気）
馬単票数 計 ３２４６８５ 的中 �� ７２５５（７番人気）
ワイド票数 計 ２０９２７８ 的中 �� ９２６８（２番人気）�� ７５８０（４番人気）�� ４４７５（１３番人気）
３連複票数 計 ７１１２２９ 的中 ��� １１２２８（１０番人気）
３連単票数 計１１６９７４２ 的中 ��� ３１４５（４７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．５―１２．０―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．９―４５．９―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１着

２００８．１．２５生 牡３鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト １１戦２勝 賞金 ２４，３９１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アスターウィング号・アスターヒューモア号・アポロジェニー号・アンジュヴォレ号・ウエスタンレビュー号・

カシノアクセル号・シゲルカンリカン号・シゲルヒラシャイン号・セクシーキララ号・ビッグギャンブラー号・
ビービーマキシマス号・ブレスマイハート号・ホットサマーデイ号・マイネルロガール号・モンサンアポロ号・
ヤマニンパピオネ号



１３０９５ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第１１競走 ��１，０００�
ま い し ん

邁 進 特 別
発走１５時２０分 （芝・直線）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

４８ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８０－ ４ ５５．６ ５．９�

４７ キングオブザベスト 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８２－ ４ ５５．８１� ４．６�
６１２� ジョーリゴラス 牡７栗 ５７ 松田 大作上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４６４± ０ 〃 ハナ ９．３�
３５ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４４－ ８ ５６．０１� ２４．５�
２４ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５５ 水口 優也三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４０８± ０ ５６．１� １０７．５�
５９ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５５ 川須 栄彦前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ４ 〃 ハナ １５．３�
８１５ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４２８＋１２ ５６．２クビ ９．８	
１１ ヤマニングルノイユ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６．０

７１３ クリノビリオネア 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４９２－ ６ 〃 アタマ ８１．７�
１２ � シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５７ 高倉 稜服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７４－１２ ５６．３クビ １９５．０�
８１６ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 村田 一誠シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４８８± ０ ５６．４� ９．７
６１１ バロンダンス 牡６栗 ５７ 丸山 元気市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３０－ ２ ５６．５� ８．４�
３６ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 中舘 英二青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５４０＋ ２ ５６．６� １５．５�
５１０ コ ロ ナ 牝５栗 ５５ 西村 太一下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５８－ ４ ５６．８１� ３０．９�
７１４ ミ ク ル 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４８０＋１０ 〃 アタマ ３１．８�
２３ ヤマニンプロローグ 牝７栗 ５５ 宮崎 北斗土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５１２＋ ４ ５９．５大差 ６５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９６１，７００円 複勝： ３７，２７２，３００円 枠連： ３５，２９５，０００円

馬連： １２８，８１７，５００円 馬単： ７５，３８１，９００円 ワイド： ４０，２３９，５００円

３連複： １７５，３８３，４００円 ３連単： ３１１，０９７，８００円 計： ８３３，４４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（４－４） １，２１０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，０１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� ２１，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２９９６１７ 的中 � ４０１２２（２番人気）
複勝票数 計 ３７２７２３ 的中 � ４９６４７（２番人気）� ７５０５５（１番人気）� ２９６２６（５番人気）
枠連票数 計 ３５２９５０ 的中 （４－４） ２１５７５（５番人気）
馬連票数 計１２８８１７５ 的中 �� ７５９８８（１番人気）
馬単票数 計 ７５３８１９ 的中 �� ２２５０３（２番人気）
ワイド票数 計 ４０２３９５ 的中 �� ２０５５３（１番人気）�� ９５３５（９番人気）�� ９８８８（８番人気）
３連複票数 計１７５３８３４ 的中 ��� ２８８３２（６番人気）
３連単票数 計３１１０９７８ 的中 ��� １０７４３（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１０．８―１０．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．５―３３．３―４３．５

上り４F４３．４－３F３３．１
勝馬の
紹 介

ナ イ ア ー ド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．５．３０ 中京１０着

２００６．２．１８生 牝５黒鹿 母 シャドウスプリング 母母 アピーリングラス １２戦４勝 賞金 ４２，６３４，０００円
〔その他〕 ヤマニンプロローグ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワンズガーホッド号
（非抽選馬） ３頭 エクレウス号・ジニオマッジョーレ号・リネンパズル号

１３０９６ ５月１５日 晴 良 （２３新潟１）第８日 第１２競走 ��２，０００�
か す が や ま

春 日 山 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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１０ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４２：０１．２ １．８�

６７ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 川須 栄彦穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ８．８�
５５ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ４２：０１．６２� ７．３�
６８ � シンボリアニマート 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ４９８－ ４２：０１．８１� ６０．１�
７９ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 村田 一誠シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５２４＋１４２：０２．０１ ７２．１�
３３ スプリングアルタ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４５０＋ ６２：０２．２１� ６．２�
５６ プ リ テ ィ 牝４青鹿５５ 高倉 稜 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 安平 ノーザンファーム ４１８－１２ 〃 クビ ７４．３

８１２ クールドリオン 牡６栗 ５７ 平野 優広尾レース	 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ７９．２�
４４ � スプリングナイル 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 ４６８± ０２：０２．３クビ ９０．７�
１１ マロノヴィーナス 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信	RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２２：０２．５１� ９．５
２２ ハギノウタヒメ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３８－ ８２：０３．０３ ９９．６�
８１１ セイカカリンバ �６黒鹿５７ 中舘 英二久米 大氏 小野 次郎 静内 タイヘイ牧場 B４５８－ ８２：０３．６３� ８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２６，９００円 複勝： ２９，０３６，８００円 枠連： １４，８００，９００円

馬連： ６１，２３５，２００円 馬単： ４５，４５０，７００円 ワイド： ２２，２１１，１００円

３連複： ７５，５６１，６００円 ３連単： １８０，５７６，０００円 計： ４５１，６９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（６－７） ７２０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ４，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２２８２６９ 的中 � １００２３９（１番人気）
複勝票数 計 ２９０３６８ 的中 � ９４６７９（１番人気）� ４１２１４（３番人気）� ４４７１１（２番人気）
枠連票数 計 １４８００９ 的中 （６－７） １５３２３（４番人気）
馬連票数 計 ６１２３５２ 的中 �� ５５８６０（４番人気）
馬単票数 計 ４５４５０７ 的中 �� ２７２７７（４番人気）
ワイド票数 計 ２２２１１１ 的中 �� １４６０７（５番人気）�� ２４１９０（１番人気）�� ７７５５（７番人気）
３連複票数 計 ７５５６１６ 的中 ��� ４３２１４（２番人気）
３連単票数 計１８０５７６０ 的中 ��� ３１６２４（５番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．０―１２．１―１２．７―１２．７―１２．４―１２．３―１０．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．６―４８．７―１：０１．４―１：１４．１―１：２６．５―１：３８．８―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．７
３ １１，７＝８（１２，１０）－５，９，２，４，６，３－１ ４ １１，７－８，１２，１０，５（２，９）４（６，３）１

勝馬の
紹 介

レイナソフィア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Luhuk デビュー ２００９．７．２６ 新潟１０着

２００６．５．３生 牝５鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache １７戦２勝 賞金 ２４，０３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２３新潟１）第８日 ５月１５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 １８２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

１６３，０９０，０００円
１，０９０，０００円
５，１００，０００円
１，６６０，０００円
１５，３８０，０００円
６１，４２３，０００円
４，７３２，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
１６９，７９４，５００円
２６９，１４８，５００円
１４３，６８５，４００円
４６２，６３３，３００円
３２６，１９４，１００円
１９０，８６１，４００円
６３２，３７１，０００円
１，１３２，８１３，３００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 ３，３２７，５０１，５００円

総入場人員 １６，２７６名 （有料入場人員 １４，５０５名）




