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１５００１ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１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

３３ トーセンリョウマ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 清水 利章 日高 藤本ファーム ４８０－ ４１：５５．７ １．４�

８９ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６２－ ２１：５６．５５ ９．５�
１１ 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 ４５４－ ８ 〃 クビ １１．８�
６６ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４９２－ ４１：５６．６クビ ５．７�
４４ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４４２－ ４１：５６．８１� １４．６�
８１０ ローレルガイア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太 	ローレルレーシング 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B４７６－ ８１：５７．７５ ４７．３

５５ モエレベローチェ 牡３青 ５６ 柴山 雄一中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 B４８６－１０１：５８．１２� ５５．２�
７８ リネントワイニング 牡３鹿 ５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ２４１．９�
２２ マコトオルテンシア 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優尾田左知子氏 中村 均 日高 白井牧場 ３９０－ ４１：５９．０５ １１６．７
７７ デンジャーマネー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ５０８－ ４１：５９．２１� ４９．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，２６３，０００円 複勝： ４１，０２０，５００円 枠連： ４，３９５，９００円

馬連： １７，５６６，４００円 馬単： １９，６７６，１００円 ワイド： ９，７２２，８００円

３連複： ２７，６４２，２００円 ３連単： ６６，０６６，４００円 計： １９７，３５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ３５０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３２０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，４１０円

票 数

単勝票数 計 １１２６３０ 的中 � ６７５２６（１番人気）
複勝票数 計 ４１０２０５ 的中 � ３１１４６１（１番人気）� ２５３８７（３番人気）� １６４４８（４番人気）
枠連票数 計 ４３９５９ 的中 （３－８） ９３５４（２番人気）
馬連票数 計 １７５６６４ 的中 �� ３３０７０（２番人気）
馬単票数 計 １９６７６１ 的中 �� ２７８７４（２番人気）
ワイド票数 計 ９７２２８ 的中 �� １５５１１（２番人気）�� ７２８２（３番人気）�� ３３６０（８番人気）
３連複票数 計 ２７６４２２ 的中 ��� ２３６５５（３番人気）
３連単票数 計 ６６０６６４ 的中 ��� ２０２４３（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．３―１３．８―１３．１―１２．５―１２．９―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．７―５１．５―１：０４．６―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンリョウマ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Clever Trick デビュー ２０１０．８．８ 新潟１７着

２００８．３．２４生 牡３青鹿 母 ベネットクィーン 母母 Playful Queen ８戦１勝 賞金 １２，３００，０００円

１５００２ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８１：１２．８ １．６�

４７ シンコーロマン 牝３芦 ５４
５１ ▲小野寺祐太豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４± ０１：１３．２２� ２２．７�

４６ ピュアマインド 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：１３．５２ ３．６�
１１ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５４－ ４１：１３．７１� １３．６�
５８ フラワーハット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ６ 〃 クビ ２４６．８�
６１１ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４７６－ ４１：１３．８クビ １９．３�
３４ ツ ヨ イ コ 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４８－１４ 〃 クビ １４５．２	
３５ ナンクルナイサ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２０－ ６１：１４．０１� １０８．７

８１４ ドゥミーモア 牝３栗 ５４ 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 鵜木 唯義 ４８４＋ ２１：１４．３１� ４７．２�
２２ エムオーテースト 牝３栗 ５４ 田辺 裕信大浅 貢氏 久保田貴士 日高 門別牧場 ４８０ ―１：１４．４� １０．９�
７１２ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４２４＋ ８１：１４．５� ３５８．９
５９ メジロレンゲ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人岩� 伸道氏 伊藤 圭三 洞爺湖 メジロ牧場 ４１２± ０１：１５．２４ ３８４．３�
２３ キョウワシリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�協和牧場 荒川 義之 新冠 協和牧場 ４７４＋１４ 〃 クビ ７７．６�
７１３ ソングソングソング 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４１０± ０１：１５．９４ １０７．２�
６１０ アクトクール 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 昭和牧場 ３７８－ ２１：１６．２１� ６８５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，４３３，３００円 複勝： ２９，２４４，６００円 枠連： ６，５５３，１００円

馬連： ２３，４４０，０００円 馬単： ２０，４３０，５００円 ワイド： １２，０３３，８００円

３連複： ３１，５５０，６００円 ３連単： ５７，５８０，１００円 計： １９３，２６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（４－８） ２２０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １２４３３３ 的中 � ６４３２０（１番人気）
複勝票数 計 ２９２４４６ 的中 � １５８７８５（１番人気）� １１４４１（６番人気）� ５５０８３（２番人気）
枠連票数 計 ６５５３１ 的中 （４－８） ２３０２８（１番人気）
馬連票数 計 ２３４４００ 的中 �� １２５０８（４番人気）
馬単票数 計 ２０４３０５ 的中 �� ８１８２（６番人気）
ワイド票数 計 １２０３３８ 的中 �� ５５９８（５番人気）�� ３３８６３（１番人気）�� ４４８７（８番人気）
３連複票数 計 ３１５５０６ 的中 ��� ２０９５７（４番人気）
３連単票数 計 ５７５８０１ 的中 ��� ８０９２（１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１２．０―１２．９―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．６―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーカラー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．７．１８ 小倉５着

２００８．１．１６生 牝３黒鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット ６戦１勝 賞金 １０，２００，０００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 プラウドガール号

第２回　新潟競馬　第１日



１５００３ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第３競走 ��１，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ ジョーアポロン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９２＋ ８１：５５．５ １１．２�

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± ０１：５５．６� １．３�
８１１ ネバープリンス 牡３鹿 ５６ 田中 克典澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４８０＋ ２１：５６．２３� １３．１�
５５ アドマイヤアクア 牡３青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４ ―１：５６．９４ ８．１�
８１０ マイネルデフィ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６１：５７．０� ５６．９�
１１ モ ニ タ ー 牡３栗 ５６ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 藤原牧場 ４９２ ―１：５７．１� ４９．１�
６６ パルムドールピサ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一市川 義美氏 河野 通文 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ８１：５７．２� ２５．１	
７８ 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 ４４８－ ４１：５７．３� ２１．２

４４ テンモウカイカイ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５１０－ ２１：５７．５１� ５２．１�
７９ モデルウォーク 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜飯田 政子氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ６１：５７．７� ５７．８�
６７ マッハスリー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 村下牧場 ４４０－ ６２：０１．１大差 ６０．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，９６１，８００円 複勝： ３３，９５６，９００円 枠連： ４，７０９，１００円

馬連： １６，８０４，４００円 馬単： １８，５４１，８００円 ワイド： ９，６９６，５００円

３連複： ２６，８９７，５００円 ３連単： ５４，４５５，３００円 計： １７７，０２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４３０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ６５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ７，９６０円

票 数

単勝票数 計 １１９６１８ 的中 � ８４５４（３番人気）
複勝票数 計 ３３９５６９ 的中 � ２０５１０（２番人気）� ２４５４３４（１番人気）� １６４５８（４番人気）
枠連票数 計 ４７０９１ 的中 （２－３） ８１２２（１番人気）
馬連票数 計 １６８０４４ 的中 �� ３１９６６（１番人気）
馬単票数 計 １８５４１８ 的中 �� ８１７３（７番人気）
ワイド票数 計 ９６９６５ 的中 �� １６０９０（１番人気）�� ２９５０（７番人気）�� ９２７０（３番人気）
３連複票数 計 ２６８９７５ 的中 ��� １９９５３（２番人気）
３連単票数 計 ５４４５５３ 的中 ��� ５０５１（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．７―５０．６―１：０３．８―１：１６．２―１：２９．０―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ジョーアポロン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１０．９．２０ 札幌９着

２００８．３．１２生 牡３芦 母 ジョープシケ 母母 ジョーユーチャリス ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッハスリー号は，平成２３年６月２８日まで平地競走に出走できない。

１５００４ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５８ エメラルドウインド 牡３鹿 ５６
５３ ▲西村 太一吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 河原育成牧場 ４７６－ ４１：１３．５ ５．７�

２２ ボールドグラン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新冠 競優牧場 ４４２＋ ４ 〃 アタマ ３．６�
４６ タマモルーキー 牡３栗 ５６ 荻野 琢真タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４９６± ０１：１４．１３� ５１．１�
４７ ノボスカイブルー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２１：１４．２� １７．１�
３４ ファンドリソフィア �３栗 ５６

５３ ▲水口 優也水戸眞知子氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ８１：１４．６２� ４．６�
７１３ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４１６－ ４ 〃 アタマ １３．４�
３５ マ イ ヨ オ ロ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４９０－ ２１：１４．７� ２２．９	

１１ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９４＋ ４１：１４．８クビ ７．７


２３ ファインセンス 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４１０＋１０１：１５．１２ １１．３�

８１５ ゴガツノカゼ 牝３鹿 ５４
５１ ▲平野 優�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B４５２＋ ６１：１５．３１ ２１．２

８１４ ベルモントディーバ 牝３鹿 ５４
５１ ▲高嶋 活士 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４３２± ０１：１５．４� ２０６．７�
５９ クリノマキバオー 牡３鹿 ５６ 田中 健栗本 博晴氏 作田 誠二 熊本 有限会社

宮村牧場 B４６４＋ ２ 〃 クビ ２６０．０�
７１２ メイクハピネス 牝３鹿 ５４ 田中 克典古賀 和夫氏 梅田 智之 浦河 金成吉田牧場 ４８０＋ ２１：１６．１４ ２１．７�
６１１ シークスピナー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜池住 安信氏 大根田裕之 新ひだか 森 政巳 ４２６＋ ３１：１６．９５ １８．９�
６１０ フ ォ ノ ン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 飯岡牧場 ４７８ ―１：１７．９６ ６０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，０２７，８００円 複勝： １２，６７０，４００円 枠連： ６，６９１，６００円

馬連： １８，０７９，１００円 馬単： １３，２９０，９００円 ワイド： ９，１０２，７００円

３連複： ２７，０２１，７００円 ３連単： ４１，７９７，９００円 計： １３５，６８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ６２０円 枠 連（２－５） ８５０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２，３５０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ３５，１８０円

票 数

単勝票数 計 ７０２７８ 的中 � ９７４８（３番人気）
複勝票数 計 １２６７０４ 的中 � ２３３３８（２番人気）� ２４５３５（１番人気）� ３７７９（１１番人気）
枠連票数 計 ６６９１６ 的中 （２－５） ５８１８（３番人気）
馬連票数 計 １８０７９１ 的中 �� １２００５（２番人気）
馬単票数 計 １３２９０９ 的中 �� ４３０３（４番人気）
ワイド票数 計 ９１０２７ 的中 �� ５００２（２番人気）�� ９００（３３番人気）�� １８５３（１３番人気）
３連複票数 計 ２７０２１７ 的中 ��� ２０８２（３２番人気）
３連単票数 計 ４１７９７９ 的中 ��� ８７７（９１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．４―１２．７―１２．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３５．３―４８．０―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エメラルドウインド �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ビワタケヒデ デビュー ２０１１．２．１２ 小倉１８着

２００８．３．３生 牡３鹿 母 ブルーペール 母母 ブルーカメリア ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔発走状況〕 シークスピナー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ゴガツノカゼ号の騎手平野優は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）

フォノン号の騎手宮崎北斗は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォノン号は，平成２３年６月２８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 ミリオネアワルツ号



１５００５ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

５５ スプリングシーズン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６－ ２１：５５．５ １．８�

６７ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：５５．９２� ３．１�
７１０ アキノモーグル 牡３栗 ５６

５５ ☆川須 栄彦穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５０８＋１６ 〃 アタマ ５．７�
５６ シルバーチーフ 牡３芦 ５６ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７６－ ８１：５６．１１ ２２．２�
８１２ ダイワロック 牡３青 ５６ 丸田 恭介大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８０－ ８１：５７．４８ ３７．１�
３３ コスモサジン 牡３鹿 ５６ 矢野 貴之 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 富川牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ １９０．３�

（大井）

２２ コスモテンチョウ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 高岸 順一 ４５２－ ４１：５８．２５ ２８．５	
６８ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４６６± ０１：５８．３� ２３．３

１１ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１０－ ２１：５８．８３ ６１．３�
８１１ セイカエスパー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜久米 大氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４－ ８１：５９．３３ ４７．４�
７９ ドリームイーグル 牡３栗 ５６ 村田 一誠セゾンレースホース 中川 公成 平取 協栄組合 ４８４± ０１：５９．８３ １７８．３�
４４ シシフンジン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲平野 優江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２１：５９．９� ２０１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８，９３２，８００円 複勝： １６，２３３，７００円 枠連： ５，５５８，９００円

馬連： １９，３３０，３００円 馬単： １８，４８０，４００円 ワイド： ８，８２４，９００円

３連複： ２８，１１０，８００円 ３連単： ５９，１６４，７００円 計： １６４，６３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－６） １８０円

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド �� １３０円 �� ２４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２７０円 ３ 連 単 ��� ８７０円

票 数

単勝票数 計 ８９３２８ 的中 � ３９７２９（１番人気）
複勝票数 計 １６２３３７ 的中 � ８３６９４（１番人気）� ３１３８３（２番人気）� １３８４７（３番人気）
枠連票数 計 ５５５８９ 的中 （５－６） ２３９５７（１番人気）
馬連票数 計 １９３３０３ 的中 �� ７８０４５（１番人気）
馬単票数 計 １８４８０４ 的中 �� ４６６６５（１番人気）
ワイド票数 計 ８８２４９ 的中 �� ２４６６９（１番人気）�� ７３４８（３番人気）�� ７３９４（２番人気）
３連複票数 計 ２８１１０８ 的中 ��� ７７２９２（１番人気）
３連単票数 計 ５９１６４７ 的中 ��� ５０５６４（１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．４―１４．１―１３．４―１３．２―１２．８―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．７―５１．８―１：０５．２―１：１８．４―１：３１．２―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．１
１
３
１０，７－（２，５）－（１，３）８，１２＝（１１，６）－９，４・（１０，７）－（２，５）６，３，８，１２，１１，１＝（４，９）

２
４

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

スプリングシーズン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１１．３．２６ 小倉５着

２００８．４．２８生 牡３鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング ３戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１５００６ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

２：００．２
１：５６．４

良

良

３６ チャーミングダンス 牝３青鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６２＋ ２２：０２．０ １１．４�

１１ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５４－ ４２：０２．１� ４．２�
７１３ ヤマニンアベイユ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ６．９�
２４ スターリットスカイ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５８＋１４ 〃 ハナ ３．２�
６１１ コスモパシフィズム 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 日高 出口牧場 ４４８＋１２２：０２．３１ ４７．９�
８１６ 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 ５００－ ６２：０２．４� １４．７	
１２ 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 ４９０＋ ４２：０２．５� ２５．４

６１２ ヤングチョウサン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３６－ ６２：０２．６� ４５．０�
５１０ ステイマジック 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一杉田 周作氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 ４６４－１０２：０３．２３� １２９．９�
７１４ マイネルヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 山際 辰夫 ４７６＋ ４２：０３．３� ７．９
３５ 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 ４４０－ ２２：０４．４７ １１．８�

８１５ マ ッ コ リ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋ ６２：０５．０３� ２７９．８�
４８ リッチマインド 牡３青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ５４０－ ２２：０５．１� １７５．４�
２３ 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 ４８４－ ４２：０５．３１� ３６．０�
４７ メリーハート 牝３栗 ５４ 吉田 隼人栗山 良子氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ４６０－ ４２：０６．４７ １５．９�

（１５頭）
５９ ナイトラーク 牝３鹿 ５４ 津村 明秀栗山 良子氏 武市 康男 安平 追分ファーム ４１６－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，６５５，５００円 複勝： １７，５９９，５００円 枠連： ８，９１１，７００円

馬連： ２２，１１７，２００円 馬単： １７，２２５，９００円 ワイド： １２，５４５，７００円

３連複： ３２，３４３，７００円 ３連単： ５０，７７４，３００円 計： １７１，１７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（１－３） １，０１０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� １，２２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ５，７８０円 ３ 連 単 ��� ３５，０６０円

票 数

単勝票数 差引計 ９６５５５（返還計 ２７９） 的中 � ６６７５（５番人気）
複勝票数 差引計 １７５９９５（返還計 ８２４） 的中 � １２６６７（６番人気）� ３４４８８（１番人気）� ２２０２６（３番人気）
枠連票数 差引計 ８９１１７（返還計 ３８） 的中 （１－３） ６５４１（５番人気）
馬連票数 差引計 ２２１１７２（返還計 ２６０１） 的中 �� ７６１２（７番人気）
馬単票数 差引計 １７２２５９（返還計 ２３１７） 的中 �� ２３６６（２０番人気）
ワイド票数 差引計 １２５４５７（返還計 １９９４） 的中 �� ３６０９（１０番人気）�� ２４５５（１５番人気）�� ５１１２（５番人気）
３連複票数 差引計 ３２３４３７（返還計 ７３１６） 的中 ��� ４１３６（１５番人気）
３連単票数 差引計 ５０７７４３（返還計 １０９０８） 的中 ��� １０６９（９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．６―１２．４―１２．０―１２．３―１２．３―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．０―３４．６―４７．２―５９．６―１：１１．６―１：２３．９―１：３６．２―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

チャーミングダンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．３０ 京都３着

２００８．４．１２生 牝３青鹿 母 レディチャーム 母母 リ ン ダ ス ト ４戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔競走除外〕 ナイトラーク号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 デルマラートリー号



１５００７ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

４６ エリモエポナ 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ２１：１１．３ ４．１�

６１０ サマーソング 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋１０１：１１．５１� ６．９�
５８ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４７０＋１２１：１２．２４ ３．０�
２３ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：１２．５１� ４．８�
３５ アポロパステル 牝４栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ３０．２�
４７ オンワードセジール 牝５栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６０＋ ２１：１２．８１� １３７．６	
５９ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４２８± ０１：１３．１２ ２６．６

２２ アテナブルー 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４４６－ ５１：１３．６３ １３４．２�

１１ ワイキキブリーズ 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９０＋１４ 〃 ハナ １２．０�
６１１ クイーンフラワー 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５０６＋１６１：１３．８１� ５１．０
８１５ イグナイトカフェ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４７０－１０ 〃 ハナ ４０．５�
７１２� フィッツナウ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優下河�美智子氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８０＋１２１：１４．０１� ２４５．３�
７１３ エーシンオフクロ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 木田牧場 ４４８＋１０ 〃 クビ ４０．８�
３４ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５２＋ ２１：１４．４２� １９１．０�
８１４ サマーコード 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４２４＋ ６ 〃 クビ １３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，６０７，４００円 複勝： １８，８３８，１００円 枠連： ６，９４１，８００円

馬連： ２４，８３２，３００円 馬単： １７，５７２，９００円 ワイド： １１，５４０，７００円

３連複： ３２，２８１，６００円 ３連単： ５３，２６７，５００円 計： １７６，８８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（４－６） １，２９０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� １０，５９０円

票 数

単勝票数 計 １１６０７４ 的中 � ２２６２９（２番人気）
複勝票数 計 １８８３８１ 的中 � ３４３２０（２番人気）� １９９４１（４番人気）� ３７４９０（１番人気）
枠連票数 計 ６９４１８ 的中 （４－６） ３９９３（６番人気）
馬連票数 計 ２４８３２３ 的中 �� １１２２６（６番人気）
馬単票数 計 １７５７２９ 的中 �� ４３５０（１１番人気）
ワイド票数 計 １１５４０７ 的中 �� ４６２９（７番人気）�� １１９４５（１番人気）�� ６０３５（４番人気）
３連複票数 計 ３２２８１６ 的中 ��� １６９８０（２番人気）
３連単票数 計 ５３２６７５ 的中 ��� ３７１４（１７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．７―１２．７―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３４．３―４７．０―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモエポナ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２００９．１２．１３ 阪神２着

２００７．２．７生 牝４黒鹿 母 エリモロマンス 母母 パッシングピース １６戦２勝 賞金 ３１，５４０，０００円

１５００８ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第８競走 ��１，８００�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 ７，０００，０００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

６９ スーブルソー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５２４－ ６１：５４．３ １．９�

３３ リキサンヒーロー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６２＋ ６１：５４．４� １０．１�
５７ 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 ５２２－ ４１：５４．８２� ５．５�
３４ ラ グ ナ ロ ク �５黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８４－ ４１：５５．０１� ５５．３�
４５ シルクペガサス 牡６栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５８± ０１：５５．１� ８．３�
４６ ロジシンボリ 牡４黒鹿５７ 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 B４５０－２２１：５５．３� ２２．２	
７１２	 ヤマニンワーシップ 牡７鹿 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ３５１．１

１１ スペースウォッチ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ８ 〃 ハナ ７．０�
２２ 	 エムオーネイチャ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗大浅 貢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 哲夫 ４７２＋ ６１：５５．９３� ３８９．０�
６１０	 モエレポールスター 牝４青鹿５５ 村田 一誠三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新ひだか 中村 和夫 ４５８＋ ２１：５６．３２� ３３８．０
７１１	 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 ４６８－ ２１：５６．４� ５０．５�
８１４	 ウインボナパルト 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�ウイン 松山 康久 新冠 松本 信行 ４９８－ ５１：５６．６１� ３３．４�
８１３ マキシムトパーズ 牡４青鹿５７ 矢野 貴之小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４７６－ ２１：５７．０２� ５１０．１�

（大井）

５８ 	 プラグマティズム 牡５栃栗５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 千葉飯田牧場 ５３８－ ６１：５９．６大差 １６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７２２，２００円 複勝： １７，２６１，８００円 枠連： ７，６３８，３００円

馬連： ２２，８９８，９００円 馬単： ２０，２４４，６００円 ワイド： １２，１８０，１００円

３連複： ３２，８７１，０００円 ３連単： ６１，８４７，８００円 計： １８８，６６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（３－６） ７４０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ２２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 １３７２２２ 的中 � ５７８３３（１番人気）
複勝票数 計 １７２６１８ 的中 � ４８１１４（１番人気）� １５７１３（４番人気）� ３２６０９（２番人気）
枠連票数 計 ７６３８３ 的中 （３－６） ７６６３（３番人気）
馬連票数 計 ２２８９８９ 的中 �� ２１２８３（２番人気）
馬単票数 計 ２０２４４６ 的中 �� １０４９３（５番人気）
ワイド票数 計 １２１８０１ 的中 �� ７３８５（４番人気）�� １６８９４（１番人気）�� ３８１５（７番人気）
３連複票数 計 ３２８７１０ 的中 ��� ２１２７３（２番人気）
３連単票数 計 ６１８４７８ 的中 ��� １００３１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．２―５０．０―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．７―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

スーブルソー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．１２．２７ 中山９着

２００７．２．１２生 牡４鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン ４戦２勝 賞金 １３，９００，０００円
〔発走状況〕 ディアシークレット号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 プラグマティズム号は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５００９ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第９競走 ��１，２００�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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１２� ゴーイングステージ 牡６栗 ５７ 嘉藤 貴行伊藤 誠吉氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ４９０－ ４１：１２．９ ９．９�

６１０� フラッパーミク 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ３２．２�
２３ 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 ４８４＋ ４１：１３．１１� ２．９�
３４ タイセイフレイヤ 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 松浦牧場 B４７４－ ８１：１３．３１� ８．６�
６１１ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４８２－ ４ 〃 クビ ６．８�
４６ 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 ５３４－ ２ 〃 ハナ ４．０�
３５ レグルスハート 牡５黒鹿５７ 黛 弘人中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４９０－ ８１：１３．４� １３７．９	
１１ � バージンバラード 牝４栗 ５５ 上村 洋行中島 稔氏 日吉 正和 浦河 馬道 繁樹 ４２４－ ４ 〃 アタマ １２２．０

５８ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４７８－１０１：１３．９３ ２４．２�
２２ � サクラソルジャー 牡４栗 ５７ 武 幸四郎�さくらコマース千田 輝彦 新ひだか 新和牧場 ４７８＋ ４１：１４．０� ２２．２
８１４ スカイビューティー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人藤岡 康男氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５２２＋２６１：１４．６３� ９４．２�
４７ コスモカラーズ 牝５芦 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 松山 将樹 浦河 カナイシスタッド ４６０＋ ４ 〃 ハナ ６１．３�
５９ � トウカイイーグル 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム ４９４± ０１：１４．８１� １５４．６�
８１５ フィールザファン 牝４黒鹿５５ 丸山 元気櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４５４＋ ８１：１５．０１� ８．１�
７１３� サ ニ ー ベ ル 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４３０± ０ 〃 クビ ２６９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５９１，７００円 複勝： １９，５９５，７００円 枠連： ８，７３３，０００円

馬連： ２９，２７５，２００円 馬単： ２１，８６９，５００円 ワイド： １４，６６１，６００円

３連複： ４０，７３４，７００円 ３連単： ７３，８０２，２００円 計： ２２２，２６３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２９０円 � ７１０円 � １６０円 枠 連（６－７） ２，７００円

馬 連 �� ９，４２０円 馬 単 �� １９，６９０円

ワ イ ド �� ３，０００円 �� ６６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� １０，９５０円 ３ 連 単 ��� ９５，５６０円

票 数

単勝票数 計 １３５９１７ 的中 � １０９０３（６番人気）
複勝票数 計 １９５９５７ 的中 � １６９２３（５番人気）� ５６４１（９番人気）� ４２５９２（２番人気）
枠連票数 計 ８７３３０ 的中 （６－７） ２３８８（１２番人気）
馬連票数 計 ２９２７５２ 的中 �� ２２９５（２９番人気）
馬単票数 計 ２１８６９５ 的中 �� ８２０（５７番人気）
ワイド票数 計 １４６６１６ 的中 �� １１５６（３０番人気）�� ５８４９（５番人気）�� ２１６１（２１番人気）
３連複票数 計 ４０７３４７ 的中 ��� ２７４６（３５番人気）
３連単票数 計 ７３８０２２ 的中 ��� ５７０（２７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．０―１２．８―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．５―３５．５―４８．３―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴーイングステージ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００５．４．１４生 牡６栗 母 パッションストーム 母母 ゴールデンハピネス １２戦１勝 賞金 １３，２５０，０００円
地方デビュー ２００９．１．２０ 園田

※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） １頭 アグネスラプチャ号
（非抽選馬） １頭 キルシュバウム号

１５０１０ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�カ ル ミ ア 賞

発走１４時５０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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

８１５ サトノフローラ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４１６－ ６１：２２．６ ６．１�

４７ ベルモントキーラ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ４８４－ ４１：２３．０２� ８．７�

５１０ 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 ４９６＋ ２１：２３．３１� ７．６�
５９ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ５．４�
４８ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６ 高倉 稜中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６０－ ２１：２３．４� １２．４�
６１２ アルトゥバン 牡３栗 ５６ 松田 大作�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８２＋１２１：２３．６１� １３．３	
２４ ベンジャミン 牡３青鹿５６ 川須 栄彦福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ２４．８

８１６ ホットサマーデイ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４５６－ ８１：２３．８１ １８．８�
３６ コスモティカル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４－ ２１：２４．３３ １０１．７�
２３ 	 メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５４＋ ８１：２４．５１� ３．１
３５ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７６＋ ４１：２４．６� ９６．３�
６１１
 セクシーキララ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日高大洋牧場 ４０４＋ ４１：２４．７� ３５１．８�
１１ スイートシャルマン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６４＋ ２１：２４．８� ２１．７�
７１３ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 中舘 英二坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５０４－ ６１：２５．０１� ９２．４�
７１４� カミノヌヴォー 牡３栗 ５６ 矢野 貴之宇賀神英子氏 武智 政明 日高 大西ステイブル B５１２－１５１：２５．４２� ４０７．４�

（大井） （大井）

１２ � ナ エ マ 牝３鹿 ５４ 畑中 信司浅瀬 義嗣氏 高橋 優子 新冠 村上 欽哉 ４２４＋ １１：２５．５� ２５１．８�
（金沢） （金沢）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６５９，８００円 複勝： ２９，２１７，３００円 枠連： １４，７２８，５００円

馬連： ４９，２５１，７００円 馬単： ３１，７１５，１００円 ワイド： ２０，４５０，７００円

３連複： ６４，５３３，３００円 ３連単： １０８，０２６，８００円 計： ３３６，５８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２５０円 � ２６０円 � ２３０円 枠 連（４－８） １，０９０円

馬 連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ６，１３０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� １，１００円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ７，４４０円 ３ 連 単 ��� ３６，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８６５９８ 的中 � ２４４６０（３番人気）
複勝票数 計 ２９２１７３ 的中 � ３０９５９（４番人気）� ２９９２３（５番人気）� ３６０１０（３番人気）
枠連票数 計 １４７２８５ 的中 （４－８） １００５１（６番人気）
馬連票数 計 ４９２５１７ 的中 �� １０５４２（１６番人気）
馬単票数 計 ３１７１５１ 的中 �� ３８２０（２２番人気）
ワイド票数 計 ２０４５０７ 的中 �� ３３１５（２２番人気）�� ４５８８（１１番人気）�� ５２３９（８番人気）
３連複票数 計 ６４５３３３ 的中 ��� ６４０２（２５番人気）
３連単票数 計１０８０２６８ 的中 ��� ２１８５（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．５―５９．５―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２０１０．９．５ 新潟１着

２００８．４．２８生 牝３鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ４戦２勝 賞金 １６，４０６，０００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。
（非当選馬） ２頭 グレートマッハ号・パワフルキリシマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５０１１ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第１１競走 ��
��１，０００�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走１５時２５分 （芝・直線）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．２９以降２３．５．２２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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

８１５ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５３ 中舘 英二小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５０－ ２ ５４．９ ４．３�

４８ スマートムービー 牝４黒鹿５１ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３６＋ ６ ５５．０� １４．７�
４７ スプラッシュエンド 牡５栗 ５４ 丸山 元気広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １１．１�
６１２ ジニオマッジョーレ 牝５栗 ５３ 吉田 隼人畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４＋ ６ ５５．１クビ １０．０�
２３ リネンパズル 牝４鹿 ５３ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６０＋ ２ 〃 クビ １２．０�
１２ ローブドヴルール 牝５鹿 ５２ 矢野 貴之�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８６＋ ８ ５５．２クビ ５５．６	

（大井）

５９ ワンズガーホッド 牝５芦 ５２ 藤岡 康太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ ５６．５

７１３ メイショウワカツキ 牝６青 ５２ 荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５３６＋ ４ 〃 ハナ ２７．４�
１１ � ドリームピーチ 牝４鹿 ５２ 平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３４－１４ 〃 ハナ ４８．０�
３６ � エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿５４ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９２－ ２ ５５．４１ ８．５
７１４ グラスピュア 牝４黒鹿５２ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ ６．１�
５１０ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５３ 水口 優也三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４１２＋ ４ 〃 アタマ ２９．８�
３５ オメガブルーライン 牝４芦 ５３ 横山 和生原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 ハナ １９．１�
８１６� ラ ヴ ミ ー 牝５鹿 ５０ 黛 弘人北所 直人氏 菊川 正達 新ひだか 見上牧場 ４５６＋１２ ５５．５クビ １２８．１�
２４ エーシンスポール 牝４黒鹿５２ 川須 栄彦�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ２９．６�
６１１ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５３ 上村 洋行松本 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 ４６２＋ ２ 〃 アタマ ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６９８，３００円 複勝： ３７，００１，７００円 枠連： ２６，２５４，３００円

馬連： １０６，１５０，４００円 馬単： ６４，５０７，１００円 ワイド： ３４，２５９，３００円

３連複： １３８，６０９，２００円 ３連単： ２３９，３８１，３００円 計： ６７１，８６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ５００円 � ４１０円 枠 連（４－８） ２，３６０円

馬 連 �� ５，３００円 馬 単 �� １０，１８０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １，４９０円 �� ３，１７０円

３ 連 複 ��� ３１，８８０円 ３ 連 単 ��� １５５，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２５６９８３ 的中 � ４７８３６（１番人気）
複勝票数 計 ３７００１７ 的中 � ６２３２７（１番人気）� １６９８５（８番人気）� ２１６９１（７番人気）
枠連票数 計 ２６２５４３ 的中 （４－８） ８２２０（１２番人気）
馬連票数 計１０６１５０４ 的中 �� １４７９５（１９番人気）
馬単票数 計 ６４５０７１ 的中 �� ４６７８（３８番人気）
ワイド票数 計 ３４２５９３ 的中 �� ４３５０（２２番人気）�� ５７３６（１５番人気）�� ２６２７（４１番人気）
３連複票数 計１３８６０９２ 的中 ��� ３２０９（１１３番人気）
３連単票数 計２３９３８１３ 的中 ��� １１３７（５０１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．７―１０．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．２―３２．９―４３．１

上り４F４２．９－３F３２．７
勝馬の
紹 介

サ ア ド ウ ゾ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２００９．３．１４ 阪神７着

２００６．４．２７生 牝５栗 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ２１戦３勝 賞金 ４２，１８４，０００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。
（非当選馬） １頭 ニホンピログッデン号
（非抽選馬） １頭 レイクエルフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１５０１２ ５月２８日 曇 良 （２３新潟２）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�

ま つ は ま

松 浜 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 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 上村 洋行上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４７８－ ２１：３６．１ ３．４�

４８ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５３２± ０ 〃 ハナ ９．０�
２３ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４＋ ４ 〃 クビ １２．３�
８１５ ブラックゼット 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４７８－１０１：３６．２クビ １８．６�
３５ � ハイレイヤー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：３６．３� １４．３�
６１１� 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 ４５４＋ ４１：３６．４クビ １５．１�
７１４ シングルショット 牡６青 ５７ 松山 弘平深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０８＋ ６１：３６．６１	 ８１．４	
８１６ グリーンイレブン 牡５青鹿５７ 川須 栄彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ５０４－１６１：３６．７クビ １２．２

２４ 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± ０ 〃 クビ ４．０�
５１０ キ ア ラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 水丸牧場 ４３６＋ ４１：３６．８クビ １１５．９
１２ フェリシダージ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ４１：３７．０１
 １０．６�
６１２ ケイエスショークン 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ １２１．６�
１１ � サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 高倉 稜�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ １０．９�
５９ セイカカリンバ �６黒鹿５７ 田辺 裕信久米 大氏 小野 次郎 静内 タイヘイ牧場 B４５６－ ２１：３７．１� ４２．３�
４７ � メイビーズエイム 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 下屋敷牧場 ４６６－ ６１：３７．２� １７９．９�
３６ カワキタラブポップ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８６＋ ６ 〃 ハナ １５２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０７９，３００円 複勝： ３４，４４４，１００円 枠連： １７，９３３，１００円

馬連： ５８，７１６，４００円 馬単： ３５，２３３，０００円 ワイド： ２３，０６８，２００円

３連複： ７５，０７２，４００円 ３連単： １３７，２３１，１００円 計： ４００，７７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ４６０円 枠 連（４－７） １，７４０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，３７０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ８，８９０円 ３ 連 単 ��� ３７，５４０円

票 数

単勝票数 計 １９０７９３ 的中 � ４４３５４（１番人気）
複勝票数 計 ３４４４４１ 的中 � ８１４０４（１番人気）� ２８０７０（３番人気）� １５６４６（９番人気）
枠連票数 計 １７９３３１ 的中 （４－７） ７６３３（７番人気）
馬連票数 計 ５８７１６４ 的中 �� ２３９０９（３番人気）
馬単票数 計 ３５２３３０ 的中 �� ８６８６（３番人気）
ワイド票数 計 ２３０６８２ 的中 �� ９８２４（２番人気）�� ４０９５（１６番人気）�� ２００３（３５番人気）
３連複票数 計 ７５０７２４ 的中 ��� ６２３９（２６番人気）
３連単票数 計１３７２３１１ 的中 ��� ２６９８（８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３６．７―４９．９―１：０２．５―１：１３．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．６
３ ９，７，４（８，１５）（５，６，１３）（３，１１，１６）（２，１４）１０，１２，１ ４ ・（９，７）（４，８，１５）（５，６，１３）（３，１１，１６）（２，１０，１４）１，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスカクリチャン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダイナレター デビュー ２００９．９．６ 小倉３着

２００７．４．１１生 牡４鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー １６戦２勝 賞金 ３２，５６６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２３新潟２）第１日 ５月２８日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

１５９，２４０，０００円
４，１００，０００円
１，８２０，０００円
１５，０２０，０００円
５８，１９９，５００円
４，４２０，０００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
１６３，６３２，９００円
３０７，０８４，３００円
１１９，０４９，３００円
４０８，４６２，３００円
２９８，７８７，８００円
１７８，０８７，０００円
５５７，６６８，７００円
１，００３，３９５，４００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 ３，０３６，１６７，７００円

総入場人員 １０，０９８名 （有料入場人員 ９，１０６名）


