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３１１０９１１月１３日 雨 不良 （２３新潟５）第１０日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

５８ ナムラビーム 牝２芦 ５４
５２ △国分 優作奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４５２＋２２１：１１．１レコード １９．０�

６１１ トップフライアー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４７０－ ２１：１１．３１� ９．０�
２２ デルマダイコク 牡２栗 ５５ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５０８＋ ４ 〃 ハナ １５．５�
４６ フェアリーガーデン 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４４２＋ ２１：１２．０４ ８．０�
２３ ミヤジガンバレ 牝２鹿 ５４ 酒井 学曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４７６± ０１：１２．２１� ５．９�
６１０ カシノアポロン 牡２鹿 ５５

５２ ▲西村 太一柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４６６－１２１：１２．５２ ５５．９�
４７ ジェットタイガー 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４３２± ０１：１２．６� ７７．０�
３４ アラビアンマジック 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５４＋ ４１：１２．７クビ ７４．９	
５９ � シゲルアセロラ 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４７０－ ４１：１２．９１� １．７

８１４ フクノハナヒメ 牝２鹿 ５４ 青木 芳之福島 実氏 栗田 徹 新ひだか 佐藤 陽一 ４０２＋ ２ 〃 ハナ ２９２．３�
８１５ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２４－ ４１：１３．６４ ２５．５
７１３ オリオンザマダム 牝２栗 ５４ 大野 拓弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４７２＋１０１：１３．９１� ２６．７�
３５ シルクパッキャオ 牡２栗 ５５ 松田 大作有限会社シルク北出 成人 新冠 ハシモトフアーム ４６６－ ２１：１４．０� １６１．１�
１１ シザーハンズ 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ４４８＋１２１：１４．２１	 ２００．４�
７１２ カ シ ノ ギ ア 牡２栗 ５５ 長谷川浩大柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４４６＋ ２１：１６．３大差 ３６０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，０１５，２００円 複勝： １７，８４６，４００円 枠連： ６，４９２，１００円

馬連： ２０，８３３，８００円 馬単： １６，７１７，６００円 ワイド： １０，７０８，３００円

３連複： ３２，００５，３００円 ３連単： ５４，００６，２００円 計： １６８，６２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ５９０円 � ３１０円 � ４１０円 枠 連（５－６） ６９０円

馬 連 �� ６，２６０円 馬 単 �� １６，１５０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� ２，１１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ２０，８９０円 ３ 連 単 ��� １５６，３１０円

票 数

単勝票数 計 １００１５２ 的中 � ４１５５（６番人気）
複勝票数 計 １７８４６４ 的中 � ７４７９（６番人気）� １６２９０（４番人気）� １１６６５（５番人気）
枠連票数 計 ６４９２１ 的中 （５－６） ６９８７（２番人気）
馬連票数 計 ２０８３３８ 的中 �� ２４５７（２０番人気）
馬単票数 計 １６７１７６ 的中 �� ７６４（４７番人気）
ワイド票数 計 １０７０８３ 的中 �� １１９０（２５番人気）�� １２４５（２３番人気）�� １８９７（１６番人気）
３連複票数 計 ３２００５３ 的中 ��� １１３１（５２番人気）
３連単票数 計 ５４００６２ 的中 ��� ２５５（３４９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．６―１２．３―１１．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．３―４６．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラビーム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１１．７．１６ 新潟６着

２００９．５．２生 牝２芦 母 クールベット 母母 キープイットアップ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 シルクパッキャオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フクノハナヒメ号の騎手青木芳之は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り戒告。
〔調教再審査〕 シルクパッキャオ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 カシノギア号は，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。
※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 ギンザノクリチャン号

３１１１０１１月１３日 雨 稍重 （２３新潟５）第１０日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２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� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

６８ フクノハツヒメ 牝２鹿 ５４ 青木 芳之福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 ４３４± ０１：３６．０ ５．０�

６７ ゼ ロ ス 牡２鹿 ５５ 村田 一誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４８４＋ ４１：３６．１� ２．４�
４４ ヤマニンプレッジ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ４１：３６．３１� ９．０�
５６ マイネルクリフ 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 森 牧場 ４８０＋１０１：３６．９３� ８．５�
１１ ドリーミングラヴ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４１４－ ８１：３７．１１� ２６．８�
３３ ベルウッドワンキー 牡２青鹿５５ 松田 大作鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７６＋ ６１：３７．３１� ２４．８�
５５ トーセンマグナム 牡２鹿 ５５ 中舘 英二島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ９．４

７９ アポロエトワール 牡２栗 ５５ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 ４２４－ ２ 〃 ハナ ８０．７�
８１２ シゲルアケビ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４５８± ０１：３７．５１� ５．６�
２２ ハートマイハート 牝２鹿 ５４ 柴原 央明平本 敏夫氏 昆 貢 新冠 川上 悦夫 B４４２－１２１：３７．６クビ ３０．９
８１１ テイエムベリーニ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 長浜 秀昭 ３９２－ ８１：３８．３４ ２７２．７�
７１０ ロマンスレター 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１８－ ２１：３８．８３ ５１２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９，０３１，１００円 複勝： １６，１１３，３００円 枠連： ６，０４６，７００円

馬連： ２０，４１７，１００円 馬単： １６，０７４，５００円 ワイド： ９，４７４，０００円

３連複： ２６，６２０，９００円 ３連単： ４７，００１，４００円 計： １５０，７７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（６－６） ５５０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ６，４２０円

票 数

単勝票数 計 ９０３１１ 的中 � １４２８１（２番人気）
複勝票数 計 １６１１３３ 的中 � ２３２７２（３番人気）� ４４２５５（１番人気）� １６７５４（５番人気）
枠連票数 計 ６０４６７ 的中 （６－６） ８１４８（３番人気）
馬連票数 計 ２０４１７１ 的中 �� ２８６０５（１番人気）
馬単票数 計 １６０７４５ 的中 �� ８１８０（５番人気）
ワイド票数 計 ９４７４０ 的中 �� ９４７２（１番人気）�� ３１５７（９番人気）�� ５６９５（４番人気）
３連複票数 計 ２６６２０９ 的中 ��� １５５５８（２番人気）
３連単票数 計 ４７００１４ 的中 ��� ５４０５（７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．２―１２．３―１２．４―１１．４―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３６．８―４９．１―１：０１．５―１：１２．９―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノハツヒメ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２０１１．１０．２３ 新潟２着

２００９．２．２６生 牝２鹿 母 リトミコバンブー 母母 アラベスクバンブー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 トーセンマグナム号の騎手中舘英二は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）

第５回　新潟競馬　第１０日



３１１１１１１月１３日 雨 不良 （２３新潟５）第１０日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１０時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

５７ �� エアレモネード 牝４栗 ５５ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-
ter Farm ４４６－ ６１：５２．６ ２９．５�

３３ エイトプリンス 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２８＋ ４１：５３．４５ ６．０�
８１３ タガノエテルネル 	３鹿 ５５ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２＋１０１：５３．５
 １１．１�
７１１ コスモイフリート 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 B５０４－ ２１：５３．６クビ ７．９�
２２ リンクルリッジ 牡３黒鹿５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７２± ０１：５３．７� ２６．４�
１１ デルマプロティナ 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：５３．８� ５．２	
８１４ タガノキャプテン 牡４栗 ５７ 酒井 学八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０－ ６１：５３．９� １８．１

７１２� サトノオーランド 牡３鹿 ５５

５３ △国分 優作里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５０８± ０ 〃 ハナ ２．８�
４５ カンファーネオ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４７８－ ２１：５４．０クビ ７．５�
６１０ シルクアリオン 牡３栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 飛渡牧場 ４６０－ ６１：５４．１� １０５．９
５８ �� グッドリーズン 牡５芦 ５７ 村田 一誠青木 基秀氏 田中 剛 米 Woods

Edge Farm ４７６－ ２１：５４．９５ １０２．８�
３４ � アンプリペアード 牝３栗 ５３ 荻野 琢真�大樹ファーム 高橋 義忠 米 Arindel ４６８－ ４１：５５．１１
 ８２．３�
４６ スズカジェネラル 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８６＋ ４１：５５．２クビ １１６．６�
６９ トップストライド 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４７６± ０１：５６．３７ ４２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，４９３，２００円 複勝： １３，９５８，７００円 枠連： ６，９９６，１００円

馬連： １９，２１５，２００円 馬単： １４，４６８，５００円 ワイド： ９，９９２，０００円

３連複： ２８，４６８，４００円 ３連単： ４９，２８１，９００円 計： １５１，８７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９５０円 複 勝 � ６２０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（３－５） ５，１００円

馬 連 �� ７，６７０円 馬 単 �� １８，１３０円

ワ イ ド �� ２，２３０円 �� ３，７６０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２３，９１０円 ３ 連 単 ��� １８５，５７０円

票 数

単勝票数 計 ９４９３２ 的中 � ２５４０（９番人気）
複勝票数 計 １３９５８７ 的中 � ５１５０（９番人気）� ２０５２５（３番人気）� １０５７８（６番人気）
枠連票数 計 ６９９６１ 的中 （３－５） １０１３（１５番人気）
馬連票数 計 １９２１５２ 的中 �� １８５０（２７番人気）
馬単票数 計 １４４６８５ 的中 �� ５８９（６０番人気）
ワイド票数 計 ９９９２０ 的中 �� １０９０（２６番人気）�� ６３７（３９番人気）�� ２８９９（１２番人気）
３連複票数 計 ２８４６８４ 的中 ��� ８７９（７６番人気）
３連単票数 計 ４９２８１９ 的中 ��� １９６（５３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．７―５０．６―１：０４．０―１：１６．０―１：２８．６―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
エアレモネード �

�
父 Afleet Alex �

�
母父 Afternoon Deelites

２００７．５．１０生 牝４栗 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic １０戦１勝 賞金 ９，４７０，０００円
初出走 JRA

３１１１２１１月１３日 雨 不良 （２３新潟５）第１０日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時１０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１２ ニホンピロシュラブ 牝４鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４６６－ ４１：１０．６ ２．９�

５８ 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 ４８２－ ２１：１１．０２� ８８．２�

２２ ロ ン ド 牝３青鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５８－ ６１：１１．３１� ７．５�

５９ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６２－ ２１：１１．４クビ １１．４�
３５ イルドロール 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４９４＋ ６１：１１．５� ３．１�
８１４ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８４＋ ２１：１１．８１� ３６．０�
４７ パブリックアフェア 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４４４－ ２ 〃 アタマ １８．９	
２３ マンダリンレイ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２４＋ ４１：１１．９� ２１．７

６１０ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４６８＋１８ 〃 クビ ６２．３�
７１３ ファーザーリープ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 平井 雄二 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ４ 〃 アタマ ２６２．９�
６１１� ヤマノグラス 牝３鹿 ５４ 松田 大作山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４７８＋１４１：１２．０� １６３．０
３４ マーベラスビジン 牝３栗 ５４ 中舘 英二笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６６－ ２１：１２．１� ２７．７�
１１ ナムラアトラクト 牝４鹿 ５５

５３ △国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ９．７�
４６ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９４± ０１：１２．２クビ ２０．８�
８１５� エビスワンダフル 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４８０－ ４１：１４．１大差 ２２４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，９０８，４００円 複勝： １６，５７５，０００円 枠連： ８，００６，２００円

馬連： ２２，７７８，３００円 馬単： １７，３００，９００円 ワイド： １２，０１０，１００円

３連複： ３２，９０４，０００円 ３連単： ５７，８０１，７００円 計： １７９，２８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １８０円 � １，０４０円 � ２３０円 枠 連（５－７） １，８００円

馬 連 �� １３，９６０円 馬 単 �� ２０，５３０円

ワ イ ド �� ３，２４０円 �� ５２０円 �� ６，２３０円

３ 連 複 ��� ３０，０２０円 ３ 連 単 ��� １９９，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１９０８４ 的中 � ３３４４３（１番人気）
複勝票数 計 １６５７５０ 的中 � ３１０７８（２番人気）� ３１３４（１１番人気）� ２０５６１（３番人気）
枠連票数 計 ８００６２ 的中 （５－７） ３２９４（９番人気）
馬連票数 計 ２２７７８３ 的中 �� １２０５（４０番人気）
馬単票数 計 １７３００９ 的中 �� ６２２（６７番人気）
ワイド票数 計 １２０１０１ 的中 �� ８７６（３６番人気）�� ６３２２（３番人気）�� ４５０（４７番人気）
３連複票数 計 ３２９０４０ 的中 ��� ８０９（８６番人気）
３連単票数 計 ５７８０１７ 的中 ��� ２１４（５１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１１．９―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロシュラブ �
�
父 デュランダル �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．５．８ 新潟１２着

２００７．１．２７生 牝４鹿 母 ニホンピロステージ 母母 ニホンピロピュアー １３戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円



３１１１３１１月１３日 雨 稍重 （２３新潟５）第１０日 第５競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０分 （芝・直線）

新馬；負担重量は，馬齢重量
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

５５．４
５５．４

良

良

５６ アルファジョイー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４７６ ― ５７．９ ３．５�

８１１ キャニオンキラー 牡２芦 ５５ 吉田 隼人�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 ４５０ ― 〃 ハナ ２．８�
３３ フミノリバティ 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４１４ ― ５８．２２ ７．６�
６８ ク ロ ト 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 ４４２ ― ５８．５２ ７．１�
１１ クレイジータイガー 牝２青 ５４

５１ ▲西村 太一田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４８ ― ５８．７１� １４．９�
５５ サウスルビアノ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎南波 壽氏 高柳 瑞樹 新冠 武田 修一 ４３０ ― ５８．８クビ １１．２�
７９ ケイムアフターミー 牝２栗 ５４ 酒井 学津村 圭一氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ４００ ― ５９．４３� ２４．３	
２２ マルヨフレンドリー 牝２鹿 ５４ 小林慎一郎野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ５０８ ― ５９．９３ ５７．８

６７ タイヨウシーカー 牡２黒鹿５５ 宮崎 北斗 IHR 和田正一郎 新ひだか 信田牧場 ４４６ ―１：００．０� ５９．０�
８１２ キョウワスピリッツ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ５９．１�
４４ カ ン ダ ガ ワ 牝２芦 ５４ 大野 拓弥吉田喜代司氏 菅原 泰夫 日高 湯浅 一夫 ３９２ ―１：００．３１� ４０．８
７１０ コスモルベウス 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム ４４０ ―１：００．４� １７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，７９８，９００円 複勝： １２，９７２，８００円 枠連： ７，２１５，０００円

馬連： ２１，０１４，７００円 馬単： １７，４９７，５００円 ワイド： ９，６０２，２００円

３連複： ２６，９５６，４００円 ３連単： ５１，９３３，３００円 計： １５７，９９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（５－８） ３８０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５００円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，４７０円

票 数

単勝票数 計 １０７９８９ 的中 � ２４９７０（２番人気）
複勝票数 計 １２９７２８ 的中 � ２７６１７（２番人気）� ３６２１６（１番人気）� １２８５８（４番人気）
枠連票数 計 ７２１５０ 的中 （５－８） １４２４３（１番人気）
馬連票数 計 ２１０１４７ 的中 �� ２９５５４（１番人気）
馬単票数 計 １７４９７５ 的中 �� １２１３２（２番人気）
ワイド票数 計 ９６０２２ 的中 �� １０５９４（１番人気）�� ４４１６（５番人気）�� ５７８９（３番人気）
３連複票数 計 ２６９５６４ 的中 ��� １７１５４（１番人気）
３連単票数 計 ５１９３３３ 的中 ��� ８５８３（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．３―１０．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．８―２３．６―３４．９―４５．６

上り４F４５．１－３F３４．３
勝馬の
紹 介

アルファジョイー �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 クリスタルグリツターズ 初出走

２００９．４．３０生 牡２鹿 母 アルファキュート 母母 フジノシヤーク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３１１１４１１月１３日 雨 不良 （２３新潟５）第１０日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

２２ ロードエフォール 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８２－ ２１：５２．３ ４．４�

３３ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５７ 柴原 央明�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４± ０１：５２．７２� ３．４�
５５ テンゲントッパ 牡３黒鹿５５ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２－１０ 〃 クビ ３．０�
８９ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５５

５２ ▲西村 太一西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９０－ ２１：５２．９１ ２６．８�
７８ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 B４８０＋ ８ 〃 クビ ９．２�
４４ レイナカスターニャ 牝３栗 ５３ 村田 一誠 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４８０－１４１：５３．５３� ２９．４	
６６ エメラルドインディ 牝３栗 ５３ 古川 吉洋�大樹ファーム 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 ４４６＋ ２１：５４．３５ ５３．２

７７ キュルミナン 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４８４－ ８１：５４．５１� １３．９�
８１０ マイネルマルゴー 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 B４８２－１０１：５４．９２� ８１．０�
１１ タイムチェイサー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ６１：５５．８５ ８．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ９，６３１，０００円 複勝： １５，５９６，９００円 枠連： ６，６６１，９００円

馬連： １９，６１６，５００円 馬単： １６，２２１，０００円 ワイド： ９，４５９，３００円

３連複： ２５，３６１，１００円 ３連単： ５１，１３４，８００円 計： １５３，６８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（２－３） １，０９０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２１０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ３，７９０円

票 数

単勝票数 計 ９６３１０ 的中 � １７６１１（３番人気）
複勝票数 計 １５５９６９ 的中 � ２７５７１（２番人気）� ２６１３６（３番人気）� ４７５９９（１番人気）
枠連票数 計 ６６６１９ 的中 （２－３） ４５１５（４番人気）
馬連票数 計 １９６１６５ 的中 �� １６７６０（３番人気）
馬単票数 計 １６２２１０ 的中 �� ７８２５（５番人気）
ワイド票数 計 ９４５９３ 的中 �� ７０１０（３番人気）�� １１３０９（２番人気）�� １４２１７（１番人気）
３連複票数 計 ２５３６１１ 的中 ��� ３４８６６（１番人気）
３連単票数 計 ５１１３４８ 的中 ��� ９９７８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．６―４９．４―１：０１．７―１：１３．８―１：２６．９―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードエフォール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．２．２６ 中山３着

２００８．５．６生 牡３黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie ７戦２勝 賞金 １５，４５０，０００円



３１１１５１１月１３日 雨 不良 （２３新潟５）第１０日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

５５ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７
５４ ▲横山 和生田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：５２．３ ２．６�

６６ デュアルサクセス 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：５２．６１� ４．１�

８８ スターサイクル 牡５鹿 ５７
５５ △国分 優作星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８２＋ ２１：５３．１３ １５．８�

１１ � クリノワンチャンス 牝３芦 ５３
５０ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３２－ ２１：５３．５２� ５９．１�

２２ マツリダジャパン 牡４青 ５７
５４ ▲平野 優�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ４１：５３．７１ ２．７�

４４ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８６－ ８１：５３．８� ８．１�
３３ チェリーソウマ 牡４栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４９８－ ２１：５４．５４ ３９．５	
７７ シルキーレッド 牝３栗 ５３

５０ ▲水口 優也有限会社シルク大和田 成 新冠 ラツキー牧場 ４５２＋１６１：５６．２大差 ２７．３


（８頭）

売 得 金

単勝： ９，０３６，２００円 複勝： ９，９４８，９００円 枠連： 発売なし

馬連： １８，５０４，５００円 馬単： １５，８８９，４００円 ワイド： ７，４３７，３００円

３連複： ２４，１６１，８００円 ３連単： ６４，５４８，７００円 計： １４９，５２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５８０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ９０３６２ 的中 � ２７３９９（１番人気）
複勝票数 計 ９９４８９ 的中 � ２８９５０（１番人気）� １７１０５（３番人気）� ７９１１（５番人気）
馬連票数 計 １８５０４５ 的中 �� ２８７５８（３番人気）
馬単票数 計 １５８８９４ 的中 �� １６３４６（３番人気）
ワイド票数 計 ７４３７３ 的中 �� １０９０６（２番人気）�� ２８８０（８番人気）�� １９１９（１０番人気）
３連複票数 計 ２４１６１８ 的中 ��� ９６４１（７番人気）
３連単票数 計 ６４５４８７ 的中 ��� ７０２５（２１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．４―１３．２―１２．６―１２．４―１２．９―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．２―４９．４―１：０２．０―１：１４．４―１：２７．３―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサマリンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２００９．１２．５ 中山１６着

２００７．３．２７生 牡４鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム ２５戦３勝 賞金 ３９，７７２，０００円
〔制裁〕 デュアルサクセス号の騎手杉原誠人は，１コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・３番への進

路影響）

３１１１６１１月１３日 曇 不良 （２３新潟５）第１０日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１２ イッツアチャンス 牡４鹿 ５７
５５ △国分 優作吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４９６＋ ６１：１０．３ ２．６�

８１５ ハッピーカオル 牡４青 ５７
５４ ▲西村 太一芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ４．５�

６１０ オリオンザポラリス 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６４＋ ２１：１０．５１� ４．０�
１１ 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 ４７０＋ ４１：１０．７１� １２．２�
３５ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ 大野 拓弥山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ４１：１０．８クビ ４２．２�
７１３ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B４８０－ ８ 〃 クビ １１．４�
５８ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 酒井 学兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４５８＋ ２１：１０．９クビ ２３．９	
４７ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ４９８－ ６１：１１．１１� １０．５

２２ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６４＋ ４１：１１．７３� ３１．７�
８１４ カシノスターライト 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４８６－ ６１：１１．９１� １５１．４�
２３ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４７０－ ２１：１２．０クビ ２５７．８
６１１ ステイマックス �５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ３０１．８�
５９ � ワールドホーリング 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０＋ ２１：１２．４２� ３４８．７�
４６ バックハウス 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６８＋１２１：１２．６１� ８５．４�
３４ リネンピュア 牝５鹿 ５５ 黛 弘人戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４２－ ８１：１４．７大差 ２８８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，７８８，２００円 複勝： ２０，０７２，７００円 枠連： ８，００１，０００円

馬連： ２７，４９２，５００円 馬単： １９，６８０，１００円 ワイド： １１，８７１，９００円

３連複： ３５，０３４，２００円 ３連単： ６６，５１１，５００円 計： ２０１，４５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（７－８） ４８０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 １２７８８２ 的中 � ３９６２３（１番人気）
複勝票数 計 ２００７２７ 的中 � ４５７７３（２番人気）� ３５６７９（３番人気）� ４６５９９（１番人気）
枠連票数 計 ８００１０ 的中 （７－８） １２５５９（２番人気）
馬連票数 計 ２７４９２５ 的中 �� ３６５１９（２番人気）
馬単票数 計 １９６８０１ 的中 �� １３５７２（３番人気）
ワイド票数 計 １１８７１９ 的中 �� １２９２５（３番人気）�� １４８００（１番人気）�� １３０８７（２番人気）
３連複票数 計 ３５０３４２ 的中 ��� ５２７７７（１番人気）
３連単票数 計 ６６５１１５ 的中 ��� １７６３７（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１２．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．２―４６．４―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツアチャンス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００９．１１．２８ 京都１着

２００７．３．２５生 牡４鹿 母 プティクレール 母母 シンデレラスマイル １７戦３勝 賞金 ３５，５８０，０００円
〔その他〕 リネンピュア号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
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３１１１７１１月１３日 曇 不良 （２３新潟５）第１０日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

３３ エフティファラオ �５鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：５２．９ ９．０�

４４ アイティゴールド 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６６＋ ２１：５３．２１� １５．１�
５５ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 ハナ ７．２�
７９ エンジンゼンカイ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ２１：５３．３クビ １．６�
１１ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４７４－ ６１：５３．５１� １４．９�
６６ ウインスカイハイ 牡５青鹿 ５７

５５ △国分 優作�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８２＋ ８ 〃 アタマ ８．８�
６７ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８４± ０１：５３．７１� ８４．１	
２２ クークーダダ 牡３栗 ５５ 松田 大作
ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４７６± ０１：５３．８� １４．６�
７８ サンライズエルソル 牡５栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ５１４＋ ４１：５４．５４ １０６．０�
８１０ セイルアゲン 牝３鹿 ５３ 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４６－ ２１：５４．６クビ ９７．８
８１１	 チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４４６－ ４１：５４．８１� １３０．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，３２２，３００円 複勝： ２３，５４８，１００円 枠連： ７，０７１，０００円

馬連： ２６，８６３，１００円 馬単： ２５，３９１，３００円 ワイド： １２，０１４，２００円

３連複： ３６，２１７，２００円 ３連単： １０１，９０５，４００円 計： ２４７，３３２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２４０円 � ３２０円 � ２８０円 枠 連（３－４） ５，０７０円

馬 連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ７，４５０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ６４０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，１７０円 ３ 連 単 ��� ４０，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４３２２３ 的中 � １２５８１（４番人気）
複勝票数 計 ２３５４８１ 的中 � ２７８４０（２番人気）� １８６３０（５番人気）� ２１９５９（３番人気）
枠連票数 計 ７０７１０ 的中 （３－４） １０３１（１４番人気）
馬連票数 計 ２６８６３１ 的中 �� ４８０７（１１番人気）
馬単票数 計 ２５３９１３ 的中 �� ２５１７（２０番人気）
ワイド票数 計 １２０１４２ 的中 �� ３８５３（９番人気）�� ４７８１（７番人気）�� ２２２１（１６番人気）
３連複票数 計 ３６２１７２ 的中 ��� ３７３２（１８番人気）
３連単票数 計１０１９０５４ 的中 ��� １８５０（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．６―４９．７―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．４―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エフティファラオ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．２．１４ 東京１着

２００６．２．３生 �５鹿 母 プ テ ィ パ 母母 プ リ マ １４戦２勝 賞金 １６，５４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 サンライズエルソル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンライズエルソル号は，平成２３年１２月１３日まで出走できない。

３１１１８１１月１３日 曇 稍重 （２３新潟５）第１０日 第１０競走 ��
��２，２００�

し ろ ね

白 根 特 別
発走１４時４０分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

１１ セレブリティ 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７０－１４２：１４．４ １０．４�

２４ マルブツマスター 牡３栗 ５５ 宮崎 北斗大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９２－ ２２：１４．６１� ６．８�
４８ スペースアーク 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４＋１２２：１４．８１� ２３．３�
２３ クリーンメタボ 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ２２：１５．１２ ６．３�
６１１ ダイワリューリン 牡３黒鹿５５ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４２：１５．２� ２．２�
５９ タガノイノセンス 牝４青 ５５ 中舘 英二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０８＋ ２２：１５．３� １５．２�
７１３ ショウナンカミング 牡３栗 ５５ 荻野 琢真国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６６± ０２：１５．４� ２４．６�
３６ エーブフウジン 牡３栗 ５５ 松田 大作 	レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４５４－１２２：１５．５	 ３６．８

３５ 
 トッププライス 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４７０＋ ４２：１５．６	 ４１．６�
４７ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５５ 伊藤 直人伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４９４＋２０２：１５．７クビ ８９．８�
５１０
 カワキタライジン 牡６鹿 ５７ 松山 弘平川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４５２± ０ 〃 クビ ４９．２
１２ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５５ 丹内 祐次小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４５８＋ ２２：１６．１２� ２６．１�
６１２ ミススパイダー 牝３栗 ５３ 村田 一誠菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４０＋１０２：１６．８４ ２２．５�
８１５ トップモースト 牡３栗 ５５ 小野寺祐太 	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 ４４６＋２４ 〃 アタマ １７．３�

８１６
 セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 国分 優作久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４７０＋ ２２：１７．１２ １６７．２�
８１７ クレバーホーク 牝３黒鹿５３ 木幡 初広田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４４０－ ４２：１７．２� ９３．１�
７１４ セブンライターズ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５８＋ ６ 〃 ハナ ７５．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，３７９，３００円 複勝： ２４，１６６，５００円 枠連： １６，０７６，９００円

馬連： ４３，４４５，８００円 馬単： ２９，１４２，３００円 ワイド： １８，５５０，４００円

３連複： ５８，５５９，７００円 ３連単： １１４，５９２，３００円 計： ３１９，９１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ４２０円 � ２５０円 � ５４０円 枠 連（１－２） １，３９０円

馬 連 �� ４，５５０円 馬 単 �� ９，０２０円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� ２，８１０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ２４，０３０円 ３ 連 単 ��� １２３，１００円

票 数

単勝票数 計 １５３７９３ 的中 � １１７４０（４番人気）
複勝票数 計 ２４１６６５ 的中 � １４７７３（５番人気）� ２８７３５（３番人気）� １０９４５（６番人気）
枠連票数 計 １６０７６９ 的中 （１－２） ８５４６（４番人気）
馬連票数 計 ４３４４５８ 的中 �� ７０５３（１７番人気）
馬単票数 計 ２９１４２３ 的中 �� ２３８６（２８番人気）
ワイド票数 計 １８５５０４ 的中 �� ２８３７（１７番人気）�� １６１５（３２番人気）�� １９３２（２６番人気）
３連複票数 計 ５８５５９７ 的中 ��� １７９９（７８番人気）
３連単票数 計１１４５９２３ 的中 ��� ６８７（３６９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．６―１１．６―１２．３―１３．５―１２．８―１２．７―１２．３―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２３．５―３５．１―４７．４―１：００．９―１：１３．７―１：２６．４―１：３８．７―１：５０．６―２：０２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
１５（１２，１７）－１６，１，９（２，１０）（４，１１）（３，７，８）６，１４，１３－５・（１５，１２）（１７，５）１（２，９，１６，１１）（４，８）１０（３，７）（１３，６，１４）

２
４
１５，１２，１７（１，１６）（２，９，１０）（４，１１）（３，７）（１３，８）６，１４，５・（１５，１２）（１，５）１７（９，１１，８）（２，４，１６）（３，１０，７）６（１３，１４）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレブリティ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２０１０．１１．２７ 京都４着

２００８．５．１２生 牝３鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ ８戦２勝 賞金 １８，０２０，０００円



３１１１９１１月１３日 曇 稍重 （２３新潟５）第１０日 第１１競走 ��
��１，２００�みちのくステークス

発走１５時２０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５６�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１３ ドリームバレンチノ 牡４青 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２１：０８．７ ２．６�

５１０� アラマサローズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５２＋ ４１：０９．０２ １４．１�
７１４� ドリームピーチ 牝４鹿 ５５ 平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４６＋ ２１：０９．２１� ２４．０�
２３ � フ ァ ル ク ス 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４１：０９．３	 １０５．８�
３５ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５７ 村田 一誠小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６０－ ２１：０９．４クビ １９．５�
２４ デリキットピース 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：０９．５� ６．９	
４７ 
 ロードバロック 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３８－ ２ 〃 アタマ ２２．４

８１７ ダイワナイト 牡４栗 ５７ 的場 勇人大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５１８＋ ２ 〃 ハナ ５．０�
４８ � トップオブピーコイ 牡５青鹿５７ 鮫島 良太横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８６± ０１：０９．６クビ ７６．５�
５９ クリールバレット 牡７鹿 ５７ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １０８．０
８１６
 アスターエンペラー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５０６－ ６ 〃 クビ １７．２�
８１５ ホシシャトル 牡８黒鹿５７ 松田 大作永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２０± ０１：０９．７� １９３．６�
１２ マッキーコバルト 牡５鹿 ５７ 中舘 英二薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６０± ０１：０９．８	 １２．１�
１１ バイラオーラ 牝５栗 ５５ 杉原 誠人 �キャロットファーム 栗田 徹 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ４１：０９．９� １４３．９�
３６ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 酒井 学河� 五市氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ２６．１�
６１１ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５４＋ ８１：１０．２１	 ３６．４�
６１２ ミオリチャン 牝４芦 ５５ 川須 栄彦瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１２－ ４１：１０．４１� １５．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２７，０９３，８００円 複勝： ４１，５９０，６００円 枠連： ２８，４４５，２００円

馬連： １２４，１０４，８００円 馬単： ６８，６１３，２００円 ワイド： ３８，８２８，２００円

３連複： １５５，２５８，６００円 ３連単： ２９８，４４６，７００円 計： ７８２，３８１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ５７０円 枠 連（５－７） １，３６０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，１７０円 �� ３，９２０円

３ 連 複 ��� １２，０１０円 ３ 連 単 ��� ４５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２７０９３８ 的中 � ８３８２６（１番人気）
複勝票数 計 ４１５９０６ 的中 � １２８３５２（１番人気）� ２６１２６（５番人気）� １３８２９（１１番人気）
枠連票数 計 ２８４４５２ 的中 （５－７） １５４５３（５番人気）
馬連票数 計１２４１０４８ 的中 �� ６３５６２（３番人気）
馬単票数 計 ６８６１３２ 的中 �� ２２７２４（５番人気）
ワイド票数 計 ３８８２８２ 的中 �� １４６７２（３番人気）�� ８１７３（１３番人気）�� ２３２８（４４番人気）
３連複票数 計１５５２５８６ 的中 ��� ９５４６（３５番人気）
３連単票数 計２９８４４６７ 的中 ��� ４８５５（１１６番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．３―１１．６―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．３―３３．６―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．１
３ １－２，１６，１７（５，３）（１２，１５）（４，１３）（１１，１４）（９，１０）（６，８）７ ４ １－（２，１６）（５，１７）（３，１５）（４，１２，１３）（１１，１４）（９，１０）－８，６，７

勝馬の
紹 介

ドリームバレンチノ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２００９．１０．１７ 京都３着

２００７．２．２２生 牡４青 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン １７戦５勝 賞金 ８８，０２５，０００円

３１１２０１１月１３日 曇 稍重 （２３新潟５）第１０日 第１２競走 ��１，４００�
め い け

女 池 特 別
発走１５時５５分 （芝・左）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２３ メジロツボネ 牝３芦 ５４ 黛 弘人岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８＋１４１：２２．０ ９８．７�

３５ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４５６－ ４１：２２．１� １２．４�
７１５ ウィルパワー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：２２．２� ３．２�
５１０ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 酒井 学前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ２ 〃 ハナ ４．７�
６１１ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３６＋ ４１：２２．４１ ３．９�
７１４ ウインロザリー 牝３青 ５４ 的場 勇人�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４３２± ０１：２２．６１ ３９．１	
８１８ ヤマニンボンプアン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ６ 〃 アタマ ４９．５

４８ � メイショウオリビア 牝４青鹿５５ 大野 拓弥松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４５８＋１２１：２２．８１� ７２．５�
１１ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ２１．３
３６ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 国分 優作村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ ３３．４�
４７ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿５５ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６＋ ２１：２２．９クビ １７．９�
６１２ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太松本 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 ４５４± ０ 〃 クビ ５５．５�
８１６ アフロディシアス 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４５０＋１４１：２３．３２� １４．４�
１２ ファビュラスセンス 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：２３．４� １３．４�
７１３ ブランシェール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６２＋ ３１：２３．５� １２４．９�
５９ レインボーシューズ 牝３鹿 ５４ 松田 大作吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：２３．９２� １７８．１�
２４ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４４６＋ ８１：２４．０� ２３５．６�
８１７� プリンセスミカ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大冨沢 敦子氏 増本 豊 新ひだか 高橋 誠次 ４６４± ０ 〃 ハナ １７１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３５，４００円 複勝： ３８，０１３，６００円 枠連： １７，２２４，２００円

馬連： ５９，３３０，７００円 馬単： ３８，１７５，０００円 ワイド： ２４，３０７，１００円

３連複： ８２，５４９，６００円 ３連単： １６６，８２３，６００円 計： ４４９，５５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，８７０円 複 勝 � ２，０９０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（２－３） ９，７８０円

馬 連 �� ３６，１９０円 馬 単 �� ８４，１００円

ワ イ ド �� １０，２３０円 �� ５，３１０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ３７，４５０円 ３ 連 単 ��� ４４９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２３１３５４ 的中 � １８４８（１４番人気）
複勝票数 計 ３８０１３６ 的中 � ３２４８（１４番人気）� ３３１８３（４番人気）� １０３８２９（１番人気）
枠連票数 計 １７２２４２ 的中 （２－３） １３０１（２７番人気）
馬連票数 計 ５９３３０７ 的中 �� １２１０（７３番人気）
馬単票数 計 ３８１７５０ 的中 �� ３３５（１５７番人気）
ワイド票数 計 ２４３０７１ 的中 �� ５５９（７１番人気）�� １０８４（４５番人気）�� １０８０９（４番人気）
３連複票数 計 ８２５４９６ 的中 ��� １６２７（９８番人気）
３連単票数 計１６６８２３６ 的中 ��� ２７４（９５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．４―５８．１―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．６
３ ３（５，１８）１（２，１２，１３）１５（４，９，１０）１６（７，１４）（８，１７）（６，１１） ４ ３（５，１８）１（２，１２，１３，１５）（４，９，１０，１６）（７，８，１４，１７）（６，１１）

勝馬の
紹 介

メジロツボネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．１５ 新潟７着

２００８．２．１１生 牝３芦 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ ７戦２勝 賞金 １７，８１１，０００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。
（非抽選馬） ３頭 アトムスパンカー号・フィドルプレイヤー号・メイクデュース号

３レース目



（２３新潟５）第１０日 １１月１３日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

１８１，６１０，０００円
３，２２０，０００円
８，４１０，０００円
１，８７０，０００円
１７，１３０，０００円
５３，５８３，０００円
４，２６４，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
１６２，６３３，０００円
２５０，４０３，５００円
１１８，２３６，３００円
４２３，６１７，０００円
２９５，１７１，３００円
１７４，２５５，０００円
５６４，０９７，２００円
１，１２３，９８７，５００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 ３，１１２，４００，８００円

総入場人員 １３，７０９名 （有料入場人員 １２，０３９名）


