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１５０４９ ６月１１日 曇 良 （２３新潟２）第５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）

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

３５ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４４４－ ２１：１３．３ ２．４�

３４ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４７２－ ４ 〃 ハナ ８．９�

８１５ 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 ４６８＋ ４１：１３．６２ ４．４�

５８ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム B４３６－ ４ 〃 クビ ９３．９�
６１１ スイートフラム 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ４１６－１４１：１４．０２� ４９．０�
５９ ヤギリエスペランサ 牝３栗 ５４ 中舘 英二内田 勝治氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５０８＋ ２１：１４．１� ９．０�
７１２ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４５６＋ ６１：１４．３１� １４．３�
１１ ビューティタキオン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４１６－ ６１：１４．９３� １５６．６	
６１０ シーエーユウカ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦松田 整二氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ４１：１５．１� ７５．２

７１３ サクラエボル 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６２－１４１：１５．３１� ４．８�
２３ オ セ ロ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ８１：１５．４クビ ２７．５
２２ メイクハピネス 牝３鹿 ５４ 上村 洋行古賀 和夫氏 梅田 智之 浦河 金成吉田牧場 ４７８－ ２１：１５．５� １１０．９�
４７ ラブステラー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 B４３４－ ２ 〃 ハナ ２１９．５�
８１４ バンクーバーリズム 牝３栗 ５４ 二本柳 壮安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４６０＋１０ 〃 クビ ５５７．７�
４６ ウ ッ デ ィ ー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 B４１８－ ４１：１６．４５ １８３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，５５３，５００円 複勝： １５，７５２，２００円 枠連： ５，５９６，３００円

馬連： １８，５５２，９００円 馬単： １４，８５３，４００円 ワイド： ９，５０３，６００円

３連複： ３０，６８４，７００円 ３連単： ４６，８７５，０００円 計： １５１，３７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（３－３） １，２４０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ６，９９０円

票 数

単勝票数 計 ９５５３５ 的中 � ３１９８５（１番人気）
複勝票数 計 １５７５２２ 的中 � ４７１４２（１番人気）� １５２１４（４番人気）� ２９８１５（２番人気）
枠連票数 計 ５５９６３ 的中 （３－３） ３３４１（６番人気）
馬連票数 計 １８５５２９ 的中 �� １２２４０（４番人気）
馬単票数 計 １４８５３４ 的中 �� ５９２５（６番人気）
ワイド票数 計 ９５０３６ 的中 �� ６１２０（４番人気）�� １１４２９（１番人気）�� ４２３１（６番人気）
３連複票数 計 ３０６８４７ 的中 ��� １６６８１（３番人気）
３連単票数 計 ４６８７５０ 的中 ��� ４９５０（１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．４―１２．５―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．３―３４．７―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．６
３ ４（９，１２）（５，１３）－（１０，１１）（７，１５）－１４（６，８）（１，２）－３ ４ ４（９，１２）５，１３－（１１，１５）１０，７，１４，８，６－（１，２）－３
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

プットオンザリッツ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．１０．２４ 東京５着

２００８．５．２６生 牝３鹿 母 ビューティスカット 母母 ビューティディクテイタス ６戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔発走状況〕 メイクハピネス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アイリスクイーン号
（非抽選馬） １頭 トシローズ号

１５０５０ ６月１１日 曇 良 （２３新潟２）第５日 第２競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４７．４
１：４１．７

良

不良

４４ 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 ５０２－ ６１：４６．７レコード １．６�

３３ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０± ０１：４７．５５ ７．５�

６８ 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 ４５８－ ２１：４８．１３� ２２．５�

８１３ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３２－ ４１：４８．６３ ８．１�
５７ ヒットナンバー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７４＋ ２１：４８．７� ６．８�
８１２ レットミーノー 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６０＋ ４１：４８．９１� １３８．６	
２２ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ 丸山 元気相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４６４－１２１：４９．７５ ８．９

６９ 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± ０１：５０．０１� ４４４．３�
５６ 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 B４７４－ ２１：５０．２１� ９９．０�
７１１ チョウシアワセ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人丸山 隆雄氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４８４ ―１：５０．３クビ ３０．８
４５ ホワイトサンズ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優日下部勝�氏 土田 稔 日高 本間牧場 B４９２－ ６１：５１．１５ ３２３．８�
７１０ レディオブトゥデイ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４１０± ０１：５１．８４ ２７１．９�
１１ ケイアイポセイドン 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新冠 隆栄牧場 ４９６＋ ６１：５２．３３ ６８．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，２４５，１００円 複勝： １５，１０１，７００円 枠連： ４，５４７，６００円

馬連： １７，３２６，８００円 馬単： １５，５５６，２００円 ワイド： ８，２７４，２００円

３連複： ２２，６６０，５００円 ３連単： ４３，４２６，８００円 計： １３６，１３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ３６０円 枠 連（３－４） ５１０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５６０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 ９２４５１ 的中 � ４６１１３（１番人気）
複勝票数 計 １５１０１７ 的中 � ７８０２６（１番人気）� １２７８９（３番人気）� ５６９０（６番人気）
枠連票数 計 ４５４７６ 的中 （３－４） ６６４３（２番人気）
馬連票数 計 １７３２６８ 的中 �� ２４１８５（２番人気）
馬単票数 計 １５５５６２ 的中 �� １４２５０（２番人気）
ワイド票数 計 ８２７４２ 的中 �� ８５５１（２番人気）�� ３５６１（６番人気）�� １３７３（１４番人気）
３連複票数 計 ２２６６０５ 的中 ��� ６０７７（９番人気）
３連単票数 計 ４３４２６８ 的中 ��� ３８５５（２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．４―１８．７―３０．５―４３．２―５５．８―１：０８．５―１：２１．５―１：３３．６

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

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

勝馬の
紹 介

アキノモーグル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．５ 京都５着

２００８．５．２５生 牡３栗 母 グロリアスシーン 母母 オギトゥインクル ３戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔制裁〕 レットミーノー号の騎手西村太一は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番・２番・１０番への進路

影響）
〔その他〕 レディオブトゥデイ号・ケイアイポセイドン号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。

第２回　新潟競馬　第５日



１５０５１ ６月１１日 曇 良 （２３新潟２）第５日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

７１３ スズカロジック 牡３栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７２＋ ２１：１２．６ １．５�

２３ � アスターポメリー 牡３栗 ５６ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &
Donald Crowe ４２８＋ １１：１３．３４ １１．２�

２２ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４８６＋ ８１：１３．７２� ６１．７�

４７ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２０－１８１：１３．８� １１．０�
３４ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０２＋ ２１：１４．０１� ９．７�
８１４ クリスタリン 牝３栗 ５４ 丸山 元気加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４４６± ０１：１４．１� １６．２�
５８ � サムデイワンデイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優吉田 好雄氏 手塚 貴久 愛 River
Downs Stud ４５２＋１０１：１４．４１� ５７．８	

１１ トーセンファミリア 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介島川 
哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：１４．５クビ １０．７�
７１２ ラブヘリテージ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 ４７２＋１２１：１４．６� ５８．９�
６１１ コウヨウワールド 牡３芦 ５６

５３ ▲高嶋 活士寺内 正光氏 的場 均 浦河 谷川牧場 ４４８－ ６１：１４．８１� ３５４．８
３５ セッカチクイーン 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ １５４．５�
５９ エムオースマイル 牡３芦 ５６ 西田雄一郎大浅 貢氏 高柳 瑞樹 むかわ 貞広 賢治 B５１２± ０ 〃 アタマ ２６．２�
４６ プラウドガール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４４０± ０１：１５．１１� ４５４．８�
８１５ コウエイライト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４４６± ０１：１５．２� ６５．１�
６１０ シンボリゾンネ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５３４ ―１：１６．８１０ １６７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，４４４，４００円 複勝： ３１，２９６，０００円 枠連： ５，７４２，２００円

馬連： １８，４５５，４００円 馬単： １７，２５８，９００円 ワイド： ９，９７６，４００円

３連複： ３０，１９３，４００円 ３連単： ５０，８８６，３００円 計： １７４，２５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ６４０円 枠 連（２－７） ５４０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ７９０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 ��� １６，６７０円

票 数

単勝票数 計 １０４４４４ 的中 � ５８０８２（１番人気）
複勝票数 計 ３１２９６０ 的中 � ２０９９９５（１番人気）� １５１６６（４番人気）� ４５９５（８番人気）
枠連票数 計 ５７４２２ 的中 （２－７） ７９２９（２番人気）
馬連票数 計 １８４５５４ 的中 �� ２０２５６（２番人気）
馬単票数 計 １７２５８９ 的中 �� １４６５２（３番人気）
ワイド票数 計 ９９７６４ 的中 �� ７３５２（４番人気）�� ３０６５（７番人気）�� ７９１（２８番人気）
３連複票数 計 ３０１９３４ 的中 ��� ３５６０（２３番人気）
３連単票数 計 ５０８８６３ 的中 ��� ２２５４（４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．５―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．７―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカロジック �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．１７ 京都７着

２００８．３．２８生 牡３栗 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 コウヨウワールド号の騎手的場勇人は，病気のため高嶋活士に変更。
〔発走状況〕 スズカロジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリゾンネ号は，平成２３年７月１１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 エーシンビショップ号

１５０５２ ６月１１日 曇 良 （２３新潟２）第５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

２２ エアギベオン 牡３青鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６２± ０１：５４．０ ２．１�

７１０ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４７８－ ２１：５４．３１� ７．２�
５６ 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 B４９０± ０ 〃 クビ １０．７�
４４ ウインテイクオフ �３黒鹿５６ 田辺 裕信�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４４６－２０１：５４．９３� ３２．２�
５７ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ２８．２�
１１ アグネスネオ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４５８－ ２１：５５．１１ ２９．５	
８１２ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４６８－ ６ 〃 同着 ２６．８

６８ 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± ０１：５５．３１� ４．３�
６９ アキュートバイオ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦バイオ� 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９４－ ４１：５５．９３� ６．４�
３３ スターブルーウッド 牝３栗 ５４ 丸田 恭介飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４６４－ ４１：５６．７５ １９３．４
８１３ カンシャシテル 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一小田切有一氏 田中 章博 浦河 富田牧場 ５１０－ ４１：５８．１９ ２３９．０�
４５ ベニノダイヤ 牡３芦 ５６ 村田 一誠�紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 ４５４－ ４１：５８．３１� ２０２．５�
７１１ シゲルシュセキ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 西橋 豊治 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０± ０１：５９．１５ ３８４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，９１８，１００円 複勝： ２６，２７２，８００円 枠連： ６，７６１，３００円

馬連： ２１，６５８，１００円 馬単： １７，８９４，９００円 ワイド： １１，６１６，３００円

３連複： ３０，９７４，６００円 ３連単： ５５，８０８，２００円 計： １８１，９０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ３１０円 枠 連（２－７） ６１０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� ９，０１０円

票 数

単勝票数 計 １０９１８１ 的中 � ４２０４６（１番人気）
複勝票数 計 ２６２７２８ 的中 � １３３９５４（１番人気）� ２２５７５（３番人気）� １２０１０（５番人気）
枠連票数 計 ６７６１３ 的中 （２－７） ８２９１（２番人気）
馬連票数 計 ２１６５８１ 的中 �� ２３１１７（３番人気）
馬単票数 計 １７８９４９ 的中 �� １２７６３（４番人気）
ワイド票数 計 １１６１６３ 的中 �� １０３２０（２番人気）�� ５９４６（５番人気）�� ２６３３（１３番人気）
３連複票数 計 ３０９７４６ 的中 ��� ９９８８（７番人気）
３連単票数 計 ５５８０８２ 的中 ��� ４５７５（２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．８―１３．７―１２．７―１２．４―１２．９―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．６―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアギベオン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．４ 新潟２着

２００８．３．９生 牡３青鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード ９戦１勝 賞金 １５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシュセキ号は，平成２３年７月１１日まで平地競走に出走できない。



１５０５３ ６月１１日 曇 良 （２３新潟２）第５日 第５競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４５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 フレンチミシル 牝３栗 ５４
５１ ▲平野 優�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８－ ４１：１２．２ ３．２�

５９ アップターン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９４＋ ４１：１２．４１� ４．６�
８１５ フォトジェニック 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６＋ ４１：１２．６１� ３．９�
７１３ 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 ４５２＋ ２１：１２．９１� １５．４�
２２ ラ ン フ ァ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４６２－ ２１：１３．５３� １６．４�
６１０ サンライズイーグル 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ８１：１３．６� １６．１	
７１２ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４６８－ ４１：１３．８１� ４８．７

４７ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ９．０�
３４ フミノフェイマス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２９１．４�
５８ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５２－ ２１：１３．９クビ ８．２
２３ クリスタルエイト 牝３栗 ５４ 大下 智山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５２－ ４１：１４．２２ ４０７．４�
８１４ ワニタバンテン 牝３栗 ５４ 中谷 雄太加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 岡田牧場 ４３８－ ２ 〃 アタマ １２３．８�
３５ 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± ０１：１５．０５ １５１．６�
６１１ マキシムオウショウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４９２＋ ４１：１５．４２� ３２６．２�
４６ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４２－ ２ （競走中止） ２４６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，４５８，５００円 複勝： １８，４６９，２００円 枠連： ６，７５６，０００円

馬連： ２１，７８３，６００円 馬単： １６，３８５，４００円 ワイド： １１，２４７，７００円

３連複： ３０，６２１，６００円 ３連単： ４７，５１６，５００円 計： １６５，２３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－５） ５１０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ６，９００円

票 数

単勝票数 計 １２４５８５ 的中 � ３１４７５（１番人気）
複勝票数 計 １８４６９２ 的中 � ４５６３４（１番人気）� ２７４５８（３番人気）� ３０３９６（２番人気）
枠連票数 計 ６７５６０ 的中 （１－５） ９７９４（１番人気）
馬連票数 計 ２１７８３６ 的中 �� １９９４８（２番人気）
馬単票数 計 １６３８５４ 的中 �� ７４４８（４番人気）
ワイド票数 計 １１２４７７ 的中 �� １１０４７（１番人気）�� １０４６４（２番人気）�� ６０７０（４番人気）
３連複票数 計 ３０６２１６ 的中 ��� １７０４４（１番人気）
３連単票数 計 ４７５１６５ 的中 ��� ５０８５（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．４―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチミシル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１１．２．５ 東京４着

２００８．２．２４生 牝３栗 母 ナモンアガシ 母母 テ ン ド ラ ー ６戦１勝 賞金 ８，４８０，０００円
〔競走中止〕 カシノマイラヴ号は，発走後まもなく前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スズカラッシュ号の騎手川須栄彦は，発走後の御法（継続的な内斜行）について過怠金５０，０００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 ルレーヴドメール号
（非抽選馬） １頭 ケイエスブライト号

１５０５４ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５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 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 ４７２－ ４１：５５．４ ９．１�

１１ � ロットトゥウィン 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４７６－１０１：５５．６１� １０．９�
７１１ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ７４．２�
５６ カシノウィンド 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４５４－ ６１：５５．７クビ ６．３�
６８ 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 ４５２－１０１：５５．８� ６．５�
４４ 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 ４５８－ ６１：５６．０１� １．７	
２２ � エーシンセントラル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 米 Forging

Oaks LLC ４８４＋ ２１：５６．２１� ２９．６

７１０ キャピタルチャンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５２０－ ２１：５６．６２� ７６．０�
４５ 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 ５０２－ ８１：５６．８１� ５８６．５�
６９ サクラパルフェール 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ５１０－１０１：５７．５４ ９３．０
５７ ケンタッキーツヨシ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 沖田牧場 B４５０－１４１：５８．９９ ２３８．２�
８１３ モズインフィニティ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太北側 雅司氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 ４７８± ０１：５９．３２� １２８．１�
８１２ ディアカナメチャン 牝３青鹿５４ 吉田 隼人国田 正忠氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ５２０－ ６２：００．０４ １５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，８４１，６００円 複勝： １８，０３０，４００円 枠連： ６，２４２，０００円

馬連： ２３，２１７，９００円 馬単： １７，６５９，５００円 ワイド： １１，５１９，３００円

３連複： ３１，８７０，２００円 ３連単： ５７，０９９，５００円 計： １７９，４８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２３０円 � ３５０円 � １，２６０円 枠 連（１－３） ５，４１０円

馬 連 �� ５，５３０円 馬 単 �� １３，６５０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� ４，８１０円 �� ４，７２０円

３ 連 複 ��� ８１，６７０円 ３ 連 単 ��� ４２１，４００円

票 数

単勝票数 計 １３８４１６ 的中 � １２０６０（４番人気）
複勝票数 計 １８０３０４ 的中 � ２４０６６（３番人気）� １３６１８（５番人気）� ３１６６（１０番人気）
枠連票数 計 ６２４２０ 的中 （１－３） ８５２（１６番人気）
馬連票数 計 ２３２１７９ 的中 �� ３１０２（１５番人気）
馬単票数 計 １７６５９５ 的中 �� ９５５（３８番人気）
ワイド票数 計 １１５１９３ 的中 �� １８７２（１５番人気）�� ５８３（３７番人気）�� ５９５（３５番人気）
３連複票数 計 ３１８７０２ 的中 ��� ２８８（１０７番人気）
３連単票数 計 ５７０９９５ 的中 ��� １００（６０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．４―５１．０―１：０３．９―１：１６．５―１：２９．８―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルバーチーフ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２８ 京都１６着

２００８．５．２４生 牡３芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円



１５０５５ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５日 第７競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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

１：４７．４
１：４１．７

良

不良

７１１ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５７ 松田 大作 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：４６．６レコード ２．３�

４４ 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± ０１：４６．７� ６．６�
５６ ツクバタイヨウ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 平取 協栄組合 ４７０－１０１：４６．８� ５．４�
４５ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０２－ ８１：４７．７５ ３．７�
３３ 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 B４５６＋ ４１：４７．８� ３２．１�
８１３ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．１１� １４．９	
５７ ボンジュールキセキ 牡４栗 ５７ 中舘 英二田中善次郎氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：４８．２� １９．０

１１ ストロングジョイス 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ３３．３�
８１２ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 西田雄一郎桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ４０２＋ ２１：４８．３� ２８６．６�
６８ ディアトゥドリーム 牡５栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８＋１０１：４８．４� １２７．１
２２ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４０２－１０１：４８．７１� ５７．３�
７１０ スズヨタキオン 牝４鹿 ５５ 丸山 元気鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：４９．３３� １０４．９�
６９ � ワンダーバイオー 牡６栗 ５７ 藤岡 康太山本 信行氏 笹田 和秀 三石 フクダファーム ４５８－ ６１：５０．０４ ４０７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，６９２，９００円 複勝： １６，８９８，７００円 枠連： ６，２１８，２００円

馬連： ２０，９７５，４００円 馬単： １７，４９０，３００円 ワイド： １０，９０５，２００円

３連複： ２９，０３２，０００円 ３連単： ５２，４３５，６００円 計： １６４，６４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（４－７） ２５０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １０６９２９ 的中 � ３６８６２（１番人気）
複勝票数 計 １６８９８７ 的中 � ３９６６５（１番人気）� ２６０１２（４番人気）� ２８３１９（３番人気）
枠連票数 計 ６２１８２ 的中 （４－７） １８４７９（１番人気）
馬連票数 計 ２０９７５４ 的中 �� ２６４１３（３番人気）
馬単票数 計 １７４９０３ 的中 �� １２６７３（３番人気）
ワイド票数 計 １０９０５２ 的中 �� １１５３３（２番人気）�� １１１９１（３番人気）�� ５５９４（６番人気）
３連複票数 計 ２９０３２０ 的中 ��� ２０１６０（３番人気）
３連単票数 計 ５２４３５６ 的中 ��� ８２５２（７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．９―４３．８―５６．２―１：０８．３―１：２０．８―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ カ リ オ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都１１着

２００７．５．６生 牡４黒鹿 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット １４戦２勝 賞金 ２５，２７０，０００円
※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） ２頭 アドマイヤジャガー号・ビーチパーティー号
（非抽選馬） １頭 スズノハミルトン号

１５０５６ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５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）

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� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

４６ トーホウブエナス 牝４栗 ５５
５２ ▲西村 太一東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６０－１０１：１２．０ ２．６�

８１４ 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 ４８２－ ２１：１２．１クビ＋クビ ３．６�

２２ スナークヒロイン 牝４芦 ５５
５４ ☆高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２± ０１：１２．２� ７．０�

５９ � テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 田中 克典小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：１２．３クビ ２５．５�
７１３� タニマサホーク 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５２０＋ ４ 〃 ハナ ７．１�
５８ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 黛 弘人�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４５０＋ ２ （降着） ７．５	
７１２ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８４± ０１：１２．５１� ２５．６

６１０ ファーストメジャー 牡５黒鹿５７ 田中 健本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６４－ ４１：１３．０３ ２９．５�
１１ � ゴールドサムソン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５１８＋ ２１：１３．１� ４０．３�
８１５ アスタークリス 牡５芦 ５７ 草野 太郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４６２± ０１：１３．２クビ ５２５．９
４７ � ラヴソースウィート 牝５黒鹿５５ 大下 智�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４５６± ０１：１３．５１� ９４．１�
３５ � カゼノマイヒメ 牝４黒鹿５５ 千葉 直人岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 佐々木 直孝 ４１６－ ２１：１３．６� １００．１�
３４ ランドスパウト 牝４青 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４５２－１０１：１３．８１� １８２．６�
６１１ アームズトウショウ 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ６１：１４．２２� １２９．８�
２３ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 B４５２± ０ 〃 クビ １８８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，３４５，１００円 複勝： ２０，７８５，５００円 枠連： ８，４３０，０００円

馬連： ２５，４３１，９００円 馬単： １８，５７３，９００円 ワイド： １３，９４７，９００円

３連複： ３８，５９１，５００円 ３連単： ６４，２０１，８００円 計： ２０２，３０７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（４－８） ４４０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ４，５８０円

票 数

単勝票数 計 １２３４５１ 的中 � ３７４４３（１番人気）
複勝票数 計 ２０７８５５ 的中 � ４６５１６（１番人気）� ４５７６７（２番人気）� ２２０４０（５番人気）
枠連票数 計 ８４３００ 的中 （４－８） １４１５０（１番人気）
馬連票数 計 ２５４３１９ 的中 �� ３８８３０（１番人気）
馬単票数 計 １８５７３９ 的中 �� １６０３１（１番人気）
ワイド票数 計 １３９４７９ 的中 �� １８６８０（１番人気）�� ８４３８（４番人気）�� ５８５９（７番人気）
３連複票数 計 ３８５９１５ 的中 ��� ２６７１６（２番人気）
３連単票数 計 ６４２０１８ 的中 ��� １０３６０（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．７―１２．４―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．３―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウブエナス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Housebuster デビュー ２０１０．３．１３ 中山１４着

２００７．１．２３生 牝４栗 母 ルビーベイビー 母母 On the Bench １３戦２勝 賞金 ２６，０００，０００円
〔発走状況〕 アームズトウショウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔降着〕 トップオブザヘヴン号は，２位〔タイム１分１２秒０，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して

「タニマサホーク」号の走行を妨害したため６着に降着。
〔制裁〕 トップオブザヘヴン号の騎手黛弘人は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成２３年６月１８日から平成２３年

６月２６日まで騎乗停止。
〔調教再審査〕 アームズトウショウ号は，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。
（非当選馬） ３頭 トゥインクルスノー号・ペスタロッチ号・レグルスハート号



１５０５７ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５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

１１ ユウターグローバル 牡５青鹿５７ 田辺 裕信北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６４－ ２１：５３．４ ３．７�

６１１ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７８－１４１：５３．５� ３１３．５�
７１３ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５３．６� ３．０�
６１０ チャンピオンハーレ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス
ファーム ４６６－ ２ 〃 アタマ ８．７�

８１５ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４７０－ ２１：５３．７クビ ９．４�
３５ テイエムスリリング 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４６４－ ２１：５４．１２� １３０．３	
３４ � セトノランナー 牡４栗 ５７ 赤木高太郎難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５６－ ２１：５４．７３� １４１．９

５９ ブラックバニヤン 牡４青 ５７ 丸田 恭介津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５０６－ ４１：５４．８� １４．８�
４６ ニ チ リ ン 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４７２－ １１：５５．１１� ３２．６�
２２ 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＋ ４ 〃 アタマ ４．３�
４７ � シルバーミスト 牡４芦 ５７ 松田 大作吉田 勝己氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム ５０４＋１６１：５５．４１� １５８．０�
５８ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 上村 洋行野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：５５．７２ ２０．２�
８１４� ク イ ポ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５２４－ ８１：５６．０２ ６１．１�
２３ � ペスタロッチ 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優田島榮二郎氏 中野 栄治 新冠 競優牧場 B４５８－ ６１：５６．５３ ３６７．７�
７１２ クイーンフラワー 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５０２－ ４１：５７．０３ ７７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，６９１，０００円 複勝： ２０，８００，７００円 枠連： ８，７８８，６００円

馬連： ２８，３７０，０００円 馬単： ２１，３９３，１００円 ワイド： １２，４０７，１００円

３連複： ３８，３０４，１００円 ３連単： ７０，６９８，３００円 計： ２１３，４５２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３，３３０円 � １７０円 枠 連（１－６） １，９８０円

馬 連 �� ４２，８２０円 馬 単 �� ６０，９６０円

ワ イ ド �� ９，０１０円 �� ２７０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� ２７，０６０円 ３ 連 単 ��� ３２６，１００円

票 数

単勝票数 計 １２６９１０ 的中 � ２７０３２（２番人気）
複勝票数 計 ２０８００７ 的中 � ４２９７５（２番人気）� １０６９（１４番人気）� ３６９２６（３番人気）
枠連票数 計 ８７８８６ 的中 （１－６） ３２８０（９番人気）
馬連票数 計 ２８３７００ 的中 �� ４８９（５４番人気）
馬単票数 計 ２１３９３１ 的中 �� ２５９（８７番人気）
ワイド票数 計 １２４０７１ 的中 �� ３０１（５２番人気）�� １４０９８（１番人気）�� ３４５（４７番人気）
３連複票数 計 ３８３０４１ 的中 ��� １０４５（６０番人気）
３連単票数 計 ７０６９８３ 的中 ��� １６０（５６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３５．７―４８．８―１：０１．５―１：１４．３―１：２７．６―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３
１４，４（６，１２）１３（２，９）（１，５，１０）１５（７，１１）－（３，８）
１４，１３（１２，９）１５（４，１０，１１）（１，６）（２，５）－７（３，８）

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

勝馬の
紹 介

ユウターグローバル �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．３．７ 中山７着

２００６．４．２８生 牡５青鹿 母 ユウターマライア 母母 インサイドレポート １０戦３勝 賞金 ２６，６４２，０００円
〔騎手変更〕 クイーンフラワー号の騎手的場勇人は，病気のため吉田隼人に変更。
※ペスタロッチ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１５０５８ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５日 第１０競走 １，８００�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走１４時５０分 （ダート・左）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１４� ペンテシレイア 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４９０－２７１：５３．０ ５．１�

１１ � エーシンアガペー 牝４青 ５５ 丸山 元気�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４５４± ０１：５３．４２� ９．０�
４６ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ 丸田 恭介 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４ 〃 アタマ ８．０�
５７ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５ 松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４３６± ０ 〃 クビ １４．５�
４５ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ５００＋１０１：５４．４６ ３．９�
２２ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２± ０１：５４．６１� １００．５	
３３ � ネオジェイズレーヌ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ４１：５４．８� ４５．１

３４ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４６２＋ ４１：５５．０１� ５０．６�
７１２ ビップピュアレディ 牝４栗 ５５ 太宰 啓介鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４４０＋１４ 〃 クビ １３．７�
７１１ ゴールドモール 牝５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 ４８８＋ ４１：５５．４２� ３．７
６１０ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６８＋ ８ 〃 クビ １１．５�
６９ ピサノシャルロット 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム B４４２± ０１：５５．６１� １５８．１�
５８ � ラブアスコットー 牝４栗 ５５ 水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４６４－ ４１：５６．２３� １７３．１�
８１３� ラ ブ ル ビ ー 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３６－ ７ 〃 ハナ ２９６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，４４９，２００円 複勝： ２５，４３５，５００円 枠連： １１，３６８，３００円

馬連： ３７，５６１，２００円 馬単： ２７，７８５，２００円 ワイド： １６，６４２，３００円

３連複： ５３，９８７，４００円 ３連単： ９７，７７３，５００円 計： ２８７，００２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � ３６０円 � ２３０円 枠 連（１－８） ３，３３０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ６，１４０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ９５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ７，７９０円 ３ 連 単 ��� ５０，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６４４９２ 的中 � ２５９０２（３番人気）
複勝票数 計 ２５４３５５ 的中 � ３１８５８（３番人気）� １６８９８（７番人気）� ３１２３５（４番人気）
枠連票数 計 １１３６８３ 的中 （１－８） ２５２６（１３番人気）
馬連票数 計 ３７５６１２ 的中 �� ８８４２（１６番人気）
馬単票数 計 ２７７８５２ 的中 �� ３３４０（２９番人気）
ワイド票数 計 １６６４２３ 的中 �� ３１０８（１７番人気）�� ４３５４（１３番人気）�� ４５６３（１２番人気）
３連複票数 計 ５３９８７４ 的中 ��� ５１２１（３０番人気）
３連単票数 計 ９７７７３５ 的中 ��� １４１７（１８８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．４―１３．４―１２．７―１２．８―１２．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．２―４９．６―１：０２．３―１：１５．１―１：２７．８―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
１
３
１４（１，１１）（５，８）（９，１３）（７，１２）１０－６（４，３）２
１４－（１，１１）（９，５，８，１２）（７，１３，１０）（６，２）（３，４）

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

勝馬の
紹 介

�ペンテシレイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross

２００７．３．３生 牝４黒鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ５戦１勝 賞金 １２，６８５，０００円
初出走 JRA



１５０５９ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５日 第１１競走 ��１，２００�
お ぢ や

小 千 谷 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）

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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１３ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９２± ０１：１１．６ ９．３�

７１２ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７４＋ ４ 〃 アタマ ７．１�
５９ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５３２＋１８ 〃 クビ １７．１�
６１０ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 古川 吉洋竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４０－ ４ 〃 アタマ ３７．２�
８１４ 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 ５０２＋ ２１：１２．０２� ２２．５�
４７ マルカバッケン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：１２．１� ３．７�
５８ � クレムリンエッグ 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４８６± ０１：１２．２クビ １０１．３	
３５ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５００－ ２ 〃 ハナ １１．１

３４ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 吉田 隼人平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４４６－ ４１：１２．４１ ５．５�
２２ タカノキング 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ５０．９�
２３ � エビスオール 牝６青鹿５５ 川須 栄彦加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４９４＋１０ 〃 ハナ ２６．５
６１１ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 松山 弘平松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ １１．０�
４６ � ビービーナエトル 牡６栗 ５７ 村田 一誠�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４７２－ ６ 〃 クビ ２０１．６�
１１ ミッキーシュタルク 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：１２．７２ ７．９�
８１５� エーシンビッグシー 牡５芦 ５７ 藤岡 康太�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４９８－ ８１：１３．２３ １９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９６５，８００円 複勝： ４３，９８５，３００円 枠連： ２６，４０２，３００円

馬連： １０１，５５１，５００円 馬単： ５７，４０９，１００円 ワイド： ３６，３４８，１００円

３連複： １３８，１００，６００円 ３連単： ２３９，９８２，２００円 計： ６６９，７４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２６０円 � ２２０円 � ３９０円 枠 連（７－７） ３，１８０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� １，８４０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� １５，３８０円 ３ 連 単 ��� ９３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９６５８ 的中 � ２２０７６（５番人気）
複勝票数 計 ４３９８５３ 的中 � ４５１５４（４番人気）� ５７４３０（３番人気）� ２７１４０（８番人気）
枠連票数 計 ２６４０２３ 的中 （７－７） ６１３４（１７番人気）
馬連票数 計１０１５５１５ 的中 �� ２４３１４（１１番人気）
馬単票数 計 ５７４０９１ 的中 �� ６３８１（２５番人気）
ワイド票数 計 ３６３４８１ 的中 �� ８００５（１２番人気）�� ４８３３（２４番人気）�� ４４８４（２７番人気）
３連複票数 計１３８１００６ 的中 ��� ６６２９（６０番人気）
３連単票数 計２３９９８２２ 的中 ��� １８９６（３３３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．７―４６．１―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイディンパワー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．７．２７ 函館３着

２００６．５．１６生 牡５鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ ３２戦４勝 賞金 ６４，００７，０００円

１５０６０ ６月１１日 晴 良 （２３新潟２）第５日 第１２競走 ��１，２００�
と ち お

栃 尾 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ ウルスラグナ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６１：１１．９ ８．４�

６１１ スマートキャスター 牡６青 ５７ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ５００＋ ２１：１２．０� ２．６�
１１ タフネスデジタル 牝５鹿 ５５ 高倉 稜�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４６４＋１４ 〃 ハナ ６２．４�
７１２ カツノセカンド 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ６１：１２．３１� ３．３�
４６ ノボジュピター 牡５栗 ５７ 川須 栄彦�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ ５．９	
４７ � レオアドミラル 牡５栗 ５７ 吉田 隼人田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８６＋ ２１：１２．４クビ ３９．７

３４ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７４＋ ８ 〃 アタマ １４．６�
２３ � イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 木幡 初広浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B５０４± ０１：１２．５� １５．８�
５９ � ワイズドリーム 牝５栗 ５５ 上村 洋行吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４８４± ０１：１２．６クビ １０５．４
８１４ クリスリリー 牝６栗 ５５ 太宰 啓介加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４６± ０ 〃 クビ ５３．６�
５８ ムーンテンダー 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４９２＋ ２１：１３．１３ ６４．１�
８１５ ワンモアマイウエイ 牡５栗 ５７ 中舘 英二松井 一三氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ４８６＋ ２１：１３．３１ ２８．７�
２２ � スイートゲイナー 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４５０＋ ４１：１３．４	 １８６．１�
３５ � ブ ル ー ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎 �ブルーマネジメント星野 忍 米 Dell Ridge

Farm ４７８－ ６１：１３．９３ １１３．８�
７１３� サクセスゴーランド 牝４黒鹿５５ 松山 弘平�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７２－ ４１：１４．４３ ５９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５１８，６００円 複勝： ３２，９５７，６００円 枠連： １４，０７７，９００円

馬連： ５３，５４７，１００円 馬単： ３５，１３４，６００円 ワイド： ２１，５１５，８００円

３連複： ７１，７４８，０００円 ３連単： １４２，８５５，９００円 計： ３９２，３５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � １，１３０円 枠 連（６－６） １，２００円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６，２３０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� ２１，５８０円 ３ 連 単 ��� ９７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５１８６ 的中 � １９３７８（４番人気）
複勝票数 計 ３２９５７６ 的中 � ３３３５７（４番人気）� ９７３６５（１番人気）� ５０５０（１２番人気）
枠連票数 計 １４０７７９ 的中 （６－６） ８６８２（５番人気）
馬連票数 計 ５３５４７１ 的中 �� ２９６２８（４番人気）
馬単票数 計 ３５１３４６ 的中 �� ８５７８（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１５１５８ 的中 �� １１９６０（４番人気）�� ８０１（５２番人気）�� ２０５９（２４番人気）
３連複票数 計 ７１７４８０ 的中 ��� ２４５４（６０番人気）
３連単票数 計１４２８５５９ 的中 ��� １０８５（２４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１２．１―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．０―４６．１―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルスラグナ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．４．２６ 東京１着

２００６．３．１７生 牡５栗 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション １０戦２勝 賞金 １７，７３７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 サクセスゴーランド号の騎手的場勇人は，病気のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 エルチョコレート号の騎手赤木高太郎は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）



（２３新潟２）第５日 ６月１１日（土曜日） 曇後晴 馬場 （ダート） 良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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
１１，２２０，０００円
１，８７０，０００円
１５，１５０，０００円
５８，６７３，５００円
４，４２０，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
１６５，１２３，８００円
２８５，７８５，６００円
１１０，９３０，７００円
３８８，４３１，８００円
２７７，３９４，５００円
１７３，９０３，９００円
５４６，７６８，６００円
９６９，５５９，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２，９１７，８９８，５００円

総入場人員 ７，７５２名 （有料入場人員 ６，９２９名）


