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３１１３３１１月２０日 小雨 不良 （２３新潟５）第１２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走９時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ 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 ５１２± ０１：５２．２ ７．１�

７１２ メ ー デ イ ア 牝３鹿 ５３ 川須 栄彦 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ５００± ０ 〃 クビ １．９�
７１３� セニョリータ 牝３鹿 ５３ 丸山 元気水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５８－ ８１：５２．３� １５．５�
４６ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５３．１５ １８．５�
１１ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７６± ０１：５３．２� ４．３�
３５ � ネオジェイズレーヌ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 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 B４８６－ ２１：５３．３クビ １５２．９	

８１５ 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 ３９４－ ４１：５３．６１� １０７．２


６１０� クリノソーニャ 牝６鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４５２－ ８ 〃 アタマ ２１９．６�

３４ オペラフォンテン 牝３栗 ５３ 勝浦 正樹吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５４－ ２ 〃 ハナ １５７．１�
５８ ウインディーヒル 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５３０＋ ６１：５３．７� ２０．６
５９ ヘリオポーズ 牝５芦 ５５

５２ ▲横山 和生 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４４０－ ８ 〃 ハナ ５４．３�
８１４ アートオブダンサー 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６± ０１：５４．２３ ３２．４�
２２ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４３８－ ４１：５４．５１� １４．４�
２３ アンクレット 牝３栗 ５３ 中舘 英二山本 英俊氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４３２＋２０１：５５．１３� ４８．８�
６１１ ソフィバニヤン 牝４芦 ５５ 村田 一誠津村 靖志氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 ５０８＋１０１：５５．２� １２２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２８１，５００円 複勝： ２０，３３６，４００円 枠連： ７，４００，０００円

馬連： ２３，３８２，６００円 馬単： ２０，４２７，３００円 ワイド： １３，４３１，０００円

３連複： ３７，００７，４００円 ３連単： ６５，９５９，４００円 計： １９８，２２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � ３４０円 枠 連（４－７） ４４０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，３００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 ��� １６，６７０円

票 数

単勝票数 計 １０２８１５ 的中 � １１４２４（３番人気）
複勝票数 計 ２０３３６４ 的中 � ２５１３２（３番人気）� ７２３２９（１番人気）� １０２１７（４番人気）
枠連票数 計 ７４０００ 的中 （４－７） １２５４１（２番人気）
馬連票数 計 ２３３８２６ 的中 �� ２９４６６（２番人気）
馬単票数 計 ２０４２７３ 的中 �� ８０８９（４番人気）
ワイド票数 計 １３４３１０ 的中 �� １５３４２（２番人気）�� ２２６９（１５番人気）�� ４３５７（７番人気）
３連複票数 計 ３７００７４ 的中 ��� ９０２２（９番人気）
３連単票数 計 ６５９５９４ 的中 ��� ２９２１（３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．８―１３．３―１２．９―１２．３―１２．６―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．５―４９．８―１：０２．７―１：１５．０―１：２７．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
３

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

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

ペパーミントラヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled デビュー ２００８．１１．１ 京都４着

２００６．３．１９生 牝５芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter ２２戦２勝 賞金 ２７，６９５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

３１１３４１１月２０日 小雨 不良 （２３新潟５）第１２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時１５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

２３ � ズ ン ダ モ チ 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：１０．７ ５．８�

７１３ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４４－ ６１：１１．１２� ３７．７�

５９ ブロックコード 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ４．８�

２２ 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 ４７２＋ ２１：１１．５２� ４．９�
５８ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 浜中 俊木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １７．５�
８１４ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５１４－ ６１：１１．６クビ ４．２	
１１ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ １７５．６

４７ � ノアフィールド 牝３栗 ５４ 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４４６－ ９ 〃 ハナ １１２．５�
４６ ルージュアルダン 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム B４９８＋ ８１：１１．８１� １８．０�
３５ � トゥルートゥルー �４鹿 ５７ 上村 洋行宮崎 利男氏 松山 康久 浦河 有限会社

松田牧場 B５００＋１２１：１２．１１	 １５５．６
３４ � メイショウキルター 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 日高 日西牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ １３．９�
７１２ タイキルネサンス 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ２１：１２．３１ ９．０�
６１０ アップターン 牡３栗 ５６ 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９６＋１２ 〃 クビ １２．８�
６１１ ブルーミングメイン 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２１：１３．１５ １１９．８�
８１５ メイフィールド 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ９１：１３．７３� １９９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８９０，７００円 複勝： １７，０５７，７００円 枠連： ７，２０５，５００円

馬連： ２０，１３０，５００円 馬単： １５，７３８，９００円 ワイド： １１，２９１，４００円

３連複： ２９，６２１，５００円 ３連単： ４７，９２０，７００円 計： １５８，８５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２４０円 � ８００円 � １７０円 枠 連（２－７） １，２５０円

馬 連 �� １１，７９０円 馬 単 �� ２４，９３０円

ワ イ ド �� ３，８１０円 �� ８００円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� １９，１００円 ３ 連 単 ��� １４５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ９８９０７ 的中 � １３６３０（４番人気）
複勝票数 計 １７０５７７ 的中 � １９０２９（４番人気）� ４２０１（１０番人気）� ３４９０４（１番人気）
枠連票数 計 ７２０５５ 的中 （２－７） ４２８２（４番人気）
馬連票数 計 ２０１３０５ 的中 �� １２６１（３５番人気）
馬単票数 計 １５７３８９ 的中 �� ４６６（７１番人気）
ワイド票数 計 １１２９１４ 的中 �� ７０７（３７番人気）�� ３６７０（８番人気）�� １３６６（２９番人気）
３連複票数 計 ２９６２１５ 的中 ��� １１４５（６９番人気）
３連単票数 計 ４７９２０７ 的中 ��� ２４３（４７０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１２．３―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．９―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ズ ン ダ モ チ �
�
父 Smadoun �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．２９生 牡５芦 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music ４戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 メイショウキルター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウキルター号は，平成２３年１２月２０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アスパイヤリング号・スターリバイバル号

第５回　新潟競馬　第１２日



３１１３５１１月２０日 小雨 不良 （２３新潟５）第１２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

５８ ニューレジェンド 牡３青 ５５ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５２８－ ２１：５１．８ １．８�

４６ メイショウカルロ 牡３鹿 ５５
５２ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５４－１２ 〃 クビ ４．５�

７１３ ディープルマン 牡３鹿 ５５ 松田 大作深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５０４－ ６１：５２．１１� １２．９�
５９ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４４＋１０ 〃 ハナ ３２．３�
８１５ アキノモーグル 牡３栗 ５５ 丸山 元気穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５０６＋ ８１：５２．２� １６．３�
３５ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 B４６０－ ８１：５２．３クビ １８．１	
６１１ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 中舘 英二有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４２± ０１：５２．６１� ３０．７

７１２ アイウォントユー 牡４栗 ５７ 村田 一誠薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８＋１０１：５２．８１� ４５．４�
２２ サンライズコア 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ４１：５２．９クビ ５９．８�
６１０ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹 ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４９４＋２４１：５３．３２� ４２．６�
８１４ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 浜中 俊林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２－ ６１：５３．４� ９．４�
１１ � ホッコービックワン 牡５栗 ５７ 柴山 雄一矢部 幸一氏 松永 康利 新ひだか 渡辺 光典 ４５２＋ ２１：５３．５� ９０．０�
４７ � ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４４６－ ４１：５３．８１� ２５１．３�
３４ � ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５５

５２ ▲平野 優柴田 洋一氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４２４－ ７１：５６．２大差 ２５９．６�
２３ ロードシップ 牡４青鹿５７ 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ５０６＋ ８１：５６．８３� ４１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９７６，３００円 複勝： １９，９４０，５００円 枠連： ８，７８１，３００円

馬連： ２０，９９６，８００円 馬単： １７，５５９，６００円 ワイド： １１，７５３，８００円

３連複： ３０，３２３，３００円 ３連単： ５５，５３４，２００円 計： １７７，８６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ３１０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １２９７６３ 的中 � ５８５６６（１番人気）
複勝票数 計 １９９４０５ 的中 � ７２１９５（１番人気）� ３６７２８（２番人気）� １３６５１（４番人気）
枠連票数 計 ８７８１３ 的中 （４－５） ２０９３６（１番人気）
馬連票数 計 ２０９９６８ 的中 �� ４５４２０（１番人気）
馬単票数 計 １７５５９６ 的中 �� ２１１０７（１番人気）
ワイド票数 計 １１７５３８ 的中 �� ２３４７４（１番人気）�� ７１１７（３番人気）�� ３３５７（７番人気）
３連複票数 計 ３０３２３３ 的中 ��� １８０９７（２番人気）
３連単票数 計 ５５５３４２ 的中 ��� １２１７８（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．２―１３．０―１２．６―１２．５―１２．８―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．７―４８．７―１：０１．３―１：１３．８―１：２６．６―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューレジェンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mtoto デビュー ２０１０．１２．４ 中山１着

２００８．４．１生 牡３青 母 ダ フ ィ ー ナ 母母 Dafayna ５戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔制裁〕 メイショウカルロ号の騎手森一馬は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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 ラシアンウッズ号
（非抽選馬） １頭 シベリアンファクト号

３１１３６１１月２０日 小雨 重 （２３新潟５）第１２日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

６１１ ローレルエナジー 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ４９４＋ ４１：２３．４ ８．３�

８１７ ハナズルナピエナ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４２０＋ ２１：２３．５� ５．８�
７１３ ウインオーラム 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４８８＋１４ 〃 アタマ ９．５�
７１４ シゲルササグリ 牡２黒鹿５５ 丸山 元気森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ４．３�
５９ シ ュ ン マ リ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ８１：２３．６� １０．８�
２３ シゲルポンカン 牡２鹿 ５５ 黛 弘人森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 山際牧場 ４５８－ ４１：２３．７� １０１．２�
４８ スマートブリーザ 牝２栗 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 駒沢 明憲 ４６０－ ２ 〃 ハナ ２２．４	
３６ ウインクルチャチャ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １０．５

８１６ ドラゴンドリーム 牝２栗 ５４

５１ ▲横山 和生窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４３４＋ ６１：２３．８クビ ２１９．７�
４７ オープンウォーター 牡２栗 ５５ 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４５６± ０１：２３．９� １４．０�
７１５ フジマーガレット 牝２青 ５４ 宮崎 北斗山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ５４．３
６１２ キョウワアリス 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４３４－ ８１：２４．０クビ ３９４．６�
３５ コスモルミナス 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ４．８�
１２ アサヒノネネ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４１４－ ６１：２４．２１� ３０．６�
１１ コスモアダム 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ８１：２５．２６ ３３．４�
２４ カバリノランパンテ 牡２栗 ５５

５４ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６２＋１０１：２５．３� ８９．１�

８１８ キョウノプリンセス 牝２栗 ５４
５１ ▲小野寺祐太�橋 長治氏 根本 康広 熊本 本田 土寿 ４５４－ ２１：２６．４７ ４８７．５�

５１０ バ イ ポ ー ラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹上野 直樹氏 伊藤 大士 様似 �村 伸一 B４１４－１０ 〃 ハナ １５０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，５６６，６００円 複勝： １９，８８４，５００円 枠連： ９，８６７，０００円

馬連： ２４，３９２，９００円 馬単： １６，６６９，１００円 ワイド： １３，３５３，９００円

３連複： ３５，２２３，５００円 ３連単： ５２，５２２，１００円 計： １８３，４７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２６０円 � ２６０円 � ４２０円 枠 連（６－８） １，９１０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ２，６００円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� １４，８６０円 ３ 連 単 ��� ７５，２７０円

票 数

単勝票数 計 １１５６６６ 的中 � １１０２５（４番人気）
複勝票数 計 １９８８４５ 的中 � ２１０８２（４番人気）� ２１４０６（３番人気）� １１３６１（８番人気）
枠連票数 計 ９８６７０ 的中 （６－８） ３８１３（９番人気）
馬連票数 計 ２４３９２９ 的中 �� ８１５９（７番人気）
馬単票数 計 １６６６９１ 的中 �� ２５８８（１４番人気）
ワイド票数 計 １３３５３９ 的中 �� ３２８３（１０番人気）�� １２４１（３４番人気）�� １６０３（２２番人気）
３連複票数 計 ３５２２３５ 的中 ��� １７５０（５１番人気）
３連単票数 計 ５２５２２１ 的中 ��� ５１５（２５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．７―５９．１―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．７
３ ５，８（３，６，１１）（７，４，９，１２）（１５，１３）（２，１７）１４－（１０，１６）１，１８ ４ ・（５，８）（３，６，１１）（７，９）（４，１２）（１５，１３）（２，１４，１７）－１６（１，１０）－１８

勝馬の
紹 介

ローレルエナジー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１０．１５ 新潟３着

２００９．４．１７生 牡２黒鹿 母 キョウワオーシャン 母母 プティットイル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 キボウダクリチャン号・タイキプリマドンナ号・トーセンアゲイン号・マウントビスティー号



３１１３７１１月２０日 小雨 不良 （２３新潟５）第１２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０分 （ダート・左）

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

１：５５．０
１：５２．０

良

不良

１１ タガノテッペン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９４ ―１：５５．４ ７．３�

６８ トウショウハマー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６２ ―１：５５．８２� １０．１�
４４ キタサンシンガー 牡２芦 ５５ 丸田 恭介�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ５２２ ―１：５６．３３ ５７．８�
４５ アポロヴァリアント 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 ４９４ ―１：５６．４� ８２．０�
５７ スギノプリシード 牡２鹿 ５５ 松田 大作杉山 美惠氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４６６ ―１：５６．７２ １８．１�
２２ ストロングティラノ 牡２芦 ５５ 丸山 元気村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８ ―１：５６．８� ３．１	
７１０ スイートカトレヤ 牝２栗 ５４ 黛 弘人シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６０ ―１：５７．０１ ４２．２

７１１ モアナルアパーク 牡２芦 ５５ 浜中 俊横瀬 兼二氏 飯田 雄三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６ ―１：５７．２１ ３．５�
５６ ベルモントピース 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント
ファーム ４７２ ―１：５７．５２ １２２．７�

８１２ ビーバックビート 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗廣崎 利洋氏 菊沢 隆徳 新冠 石田牧場 ５１６ ―１：５７．７１� ３７．３
８１３ タニノエスプレッソ 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４７６ ―１：５８．０２ １５．６�
６９ ウインナイトホーク 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ５１０ ―１：５８．５３ ６．５�
３３ スズカジャイアント 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５０２ ―２：０１．６大差 ２３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，３４３，０００円 複勝： １５，０７５，５００円 枠連： ８，３０６，２００円

馬連： ２２，４８６，０００円 馬単： １６，９９３，０００円 ワイド： １０，４７０，８００円

３連複： ２７，２５６，７００円 ３連単： ５０，４６４，２００円 計： １６２，３９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � １，５２０円 枠 連（１－６） １，７７０円

馬 連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ６，１７０円 �� ９，８３０円

３ 連 複 ��� ７３，９６０円 ３ 連 単 ��� ３１２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １１３４３０ 的中 � １２３７３（４番人気）
複勝票数 計 １５０７５５ 的中 � ２０５００（３番人気）� １３３１６（５番人気）� ２１２９（１２番人気）
枠連票数 計 ８３０６２ 的中 （１－６） ３４７１（８番人気）
馬連票数 計 ２２４８６０ 的中 �� ５１２７（１３番人気）
馬単票数 計 １６９９３０ 的中 �� ２３６１（１９番人気）
ワイド票数 計 １０４７０８ 的中 �� ２５９５（１０番人気）�� ４１０（５１番人気）�� ２５６（６４番人気）
３連複票数 計 ２７２５６７ 的中 ��� ２７２（１４２番人気）
３連単票数 計 ５０４６４２ 的中 ��� １１９（６７２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．３―１３．９―１３．２―１３．２―１３．０―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．５―５１．４―１：０４．６―１：１７．８―１：３０．８―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

タガノテッペン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 スピニングワールド 初出走

２００９．４．１５生 牡２鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 キタサンシンガー号の騎手丸田恭介は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカジャイアント号は，平成２３年１２月２０日まで平地競走に出走できない。

３１１３８１１月２０日 雨 不良 （２３新潟５）第１２日 第６競走 ��
��２，５００�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� 基準タイム

中央レコード

２：４０．８
２：３８．６

良

不良

８１５ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５５ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１２＋ ２２：３９．４ 基準タイム ５１．０�

５９ フィルハーマジック 牝３鹿 ５３ 松田 大作�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２２：４１．１大差 ９．０�
６１０ ロケットダイヴ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４４８＋ ２ 〃 クビ １．８�
８１４ タイソンバローズ 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７２－ ２２：４２．３７ １７．９�
４６ ウエスタンブラボー 牡４青鹿 ５７

５４ ▲西村 太一西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ １５．２�
３４ ボストンリョウマ 牡３青鹿５５ 浜中 俊ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７４－１０ 〃 クビ ６．７	
５８ � ビバクラシック 牡４芦 ５７ 西田雄一郎池住 安信氏 保田 一隆 日高 佐々木 直孝 ５５２＋ ６２：４２．４� ３５９．４

７１２ シュヴァルツシルト 	３黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４２：４３．５７ ６９．０�
６１１ シルクマッドネス 	４黒鹿５７ 佐藤 哲三有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６８± ０ 〃 クビ １９．７�
２２ マイネルティンラン 牡３栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ２２：４３．６� ２６．０
２３ フェバリットアワー 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５２０＋ ４２：４４．１３ ５２．６�
７１３� ワンダーダーク 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４５０－ ４２：４４．３１
 ４８９．６�
１１ アイティゴールド 牡３黒鹿５５ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６８＋ ２２：４４．５� １２．３�
３５ サクラシザーズ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太�さくらコマース菊沢 隆徳 静内 原 武久 ４９６－１０２：４４．８２ ２４７．２�
４７ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５５ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９６－ ８２：４５．８６ １５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８６０，１００円 複勝： ２４，０２８，０００円 枠連： ８，２３８，９００円

馬連： ２２，９４８，１００円 馬単： １９，７８７，３００円 ワイド： １３，２９４，７００円

３連複： ３４，２６２，３００円 ３連単： ６５，２１７，７００円 計： ２００，６３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１００円 複 勝 � ７８０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（５－８） ４，４６０円

馬 連 �� １８，２５０円 馬 単 �� ４５，７８０円

ワ イ ド �� ４，３６０円 �� １，３５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８，８６０円 ３ 連 単 ��� １３３，３３０円

票 数

単勝票数 計 １２８６０１ 的中 � １９８８（１０番人気）
複勝票数 計 ２４０２８０ 的中 � ４３１９（１０番人気）� ２２５４２（３番人気）� １０６９９５（１番人気）
枠連票数 計 ８２３８９ 的中 （５－８） １３６４（１６番人気）
馬連票数 計 ２２９４８１ 的中 �� ９２８（４０番人気）
馬単票数 計 １９７８７３ 的中 �� ３１９（８８番人気）
ワイド票数 計 １３２９４７ 的中 �� ６６７（４０番人気）�� ２２４２（１４番人気）�� １３８５５（１番人気）
３連複票数 計 ３４２６２３ 的中 ��� ２８５４（３０番人気）
３連単票数 計 ６５２１７７ 的中 ��� ３６１（３３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．１―３０．５―４３．６―５６．５―１：０９．５―１：２３．１―１：３６．５―１：４９．０―２：０１．５―２：１４．８―２：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
�
・（７，９）１５，３，４（２，１０）６－８（５，１４，１２）－１（１１，１３）・（９，１５）（４，１０）（７，３，８）１４（２，６）＝（５，１，１２）（１１，１３）

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．２３ 小倉５着

２００８．５．２６生 牡３青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee ９戦２勝 賞金 １４，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウカフェ号は，平成２３年１２月２０日まで平地競走に出走できない。
※アイティゴールド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３１１３９１１月２０日 小雨 重 （２３新潟５）第１２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

５９ エパティック 牝３鹿 ５３ 浜中 俊齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４７２－ ４１：４９．４ ３．３�

７１４ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５５ 上村 洋行原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：４９．７１� １３．８�
７１５ インダクティ 牝３黒鹿５３ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３８８－ ２ 〃 クビ ２８．０�
３６ コスモヴェント 牡３栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４８６＋１６ 〃 ハナ ６９．５�
２４ トーセンジャガー 牡３青 ５５ 西田雄一郎島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７２＋１２１：４９．８� ２１．８�
３５ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５３ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２４＋ ６１：４９．９� １０８．７	
４７ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７２＋ ６１：５０．１１ ８．１

７１３ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５４－ ８ 〃 ハナ １５．７�
５１０ ビービーバカラ 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５０＋ ６ 〃 クビ ６３．５�
１１ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５５ 大野 拓弥小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０＋２６１：５０．２クビ ２０．０
６１１ ツインエンジェルズ 牝３青 ５３ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ ９．６�
２３ アースガルド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４７４－ ２１：５０．３クビ ３．８�
８１７ アサクサポイント 牡３青鹿５５ 津村 明秀田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ３６．６�
６１２ アドマイヤパーシア 牡３栗 ５５ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９６＋３０１：５０．５１� ２２．０�
８１８ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ４１：５０．９２� ５２．０�
４８ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５３ 中舘 英二吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６６－１６ 〃 クビ ２５．１�
１２ � エムアイボニータ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６２± ０１：５１．０クビ ８４．２�
８１６ エクセリオン 牡４芦 ５７ 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７０± ０１：５１．４２� ７８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０７７，７００円 複勝： ２３，２６３，９００円 枠連： １１，００９，１００円

馬連： ２８，０７１，０００円 馬単： １９，０６５，４００円 ワイド： １５，２２９，２００円

３連複： ４１，７３４，９００円 ３連単： ６３，３９６，８００円 計： ２１７，８４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � ２００円 � ４１０円 � ８００円 枠 連（５－７） ９４０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ３，１００円 �� ７，２５０円

３ 連 複 ��� ３３，８５０円 ３ 連 単 ��� １１１，９４０円

票 数

単勝票数 計 １６０７７７ 的中 � ３９５１４（１番人気）
複勝票数 計 ２３２６３９ 的中 � ３８６８８（２番人気）� １４１７４（５番人気）� ６４２０（１２番人気）
枠連票数 計 １１００９１ 的中 （５－７） ８６８０（３番人気）
馬連票数 計 ２８０７１０ 的中 �� ７９２１（６番人気）
馬単票数 計 １９０６５４ 的中 �� ４００５（８番人気）
ワイド票数 計 １５２２９２ 的中 �� ２７１３（１１番人気）�� １２０４（３１番人気）�� ５０７（７８番人気）
３連複票数 計 ４１７３４９ 的中 ��� ９１０（１０７番人気）
３連単票数 計 ６３３９６８ 的中 ��� ４１８（３２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．７―１２．２―１３．０―１２．７―１１．９―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．０―４８．２―１：０１．２―１：１３．９―１：２５．８―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．５
３ １０，１１（２，８，１５）（９，１２，１６）（５，１３）（３，６，１４）（４，１７）７，１，１８ ４ １０（２，１１）（８，１５）（１２，１３，１６）（５，９，１４）（３，６）（４，１７）（１，７）－１８

勝馬の
紹 介

エパティック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sky Classic デビュー ２０１１．７．２４ 新潟１着

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance ２戦２勝 賞金 １１，８００，０００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 カレンデイムーン号・ショウナンカライス号・メマンチンタ号

３１１４０１１月２０日 小雨 不良 （２３新潟５）第１２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）

若手騎手，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

４７ フェブスカイ 牡４鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４５２＋ ２１：１１．４ ２２．９�

５８ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B４９０－ ４１：１１．６１� ２．２�

６１０ シンコープリンス 牡４青鹿 ５７
５４ ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ３．９�

７１２ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８－ ２１：１２．２３� １１．６�
２２ � 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 ５０６＋ ６ 〃 クビ ７．９�
３４ デイズオブメモリー 牡４芦 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４６＋ ４１：１２．４１� １１．２	
８１５ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 宮崎 北斗国本 哲秀氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６± ０１：１２．６１� １３．７

６１１ クリスリリー 牝６栗 ５５

５２ ▲森 一馬加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６６＋ ４ 〃 クビ ８９．６�
２３ プレミアムカラー 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋１０１：１２．８１� ６９．６�
５９ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５０６＋ ６１：１２．９� １３４．１
７１３ ニシノラメール 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７８－ ２１：１３．０クビ ４９．９�
３５ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 池崎 祐介鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ ７１．１�
８１４ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６ 田中 健櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４９６＋１２１：１３．２１� ３６．８�
４６ � カゼノマイヒメ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生岡田 牧雄氏 小野 次郎 日高 佐々木 直孝 ４１８－ ６１：１３．４１� １７０．５�
１１ 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 ４３８＋ ２ （競走中止） ４８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，６７３，０００円 複勝： １８，７６５，６００円 枠連： ８，７４１，０００円

馬連： ２５，３３８，７００円 馬単： １９，６４７，２００円 ワイド： １２，４９６，６００円

３連複： ３４，９３９，６００円 ３連単： ６５，７５９，４００円 計： １９８，３６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２９０円 複 勝 � ３６０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－５） ２，２００円

馬 連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ６，１４０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ２，１５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� ３５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １２６７３０ 的中 � ４３６５（７番人気）
複勝票数 計 １８７６５６ 的中 � ９１５４（７番人気）� ５６１７８（１番人気）� ３０６１０（２番人気）
枠連票数 計 ８７４１０ 的中 （４－５） ２９３９（８番人気）
馬連票数 計 ２５３３８７ 的中 �� ９２９３（６番人気）
馬単票数 計 １９６４７２ 的中 �� ２３６２（１８番人気）
ワイド票数 計 １２４９６６ 的中 �� ３７８１（６番人気）�� １２５６（２３番人気）�� １４１９０（１番人気）
３連複票数 計 ３４９３９６ 的中 ��� ７０２６（１１番人気）
３連単票数 計 ６５７５９４ 的中 ��� １３７４（９３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．５―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェブスカイ �
�
父 トワイニング �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２００９．８．１ 小倉５着

２００７．３．１８生 牡４鹿 母 エイシンファンシー 母母 エイシンモンテレー １７戦２勝 賞金 ２０，３８４，０００円
〔発走状況〕 メイショウゴウヒメ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 メイショウゴウヒメ号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ショウナンタスク号の騎手宮崎北斗は，後検量に遅れたことについて過怠金５０，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウゴウヒメ号は，平成２３年１１月２１日から平成２３年１２月２０日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アートオブプライド号・キャラメルボイス号・シングンデパーチャ号
（非抽選馬） １頭 ビッグヒーロー号



３１１４１１１月２０日 曇 不良 （２３新潟５）第１２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 アイノグロー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０６－ ４１：５２．０ ２．８�

７１１ ミラクルフラッグ 牝４栗 ５５ 松田 大作小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９６＋ ６１：５２．２１� ３６．８�
１１ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ３．４�
７１０ トップチェッカー 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：５２．６２� ８．４�
４４ 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 ４３４＋ ２ 〃 クビ ５．４�
４５ アイティテイオー 牡３栗 ５５ 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４－ ２１：５２．７� ２６．６�
５６ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９２＋ ２１：５２．８クビ ２５．８�
６８ � フジノベルモット 牡４青鹿 ５７

５４ ▲西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６２± ０１：５３．０１� ２２８．４	
２２ セイカフォルテ 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ３０．１

８１２ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７０± ０１：５３．３１� ５６．３�
８１３ シンボリプロキオン 牡８栗 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１６＋ ２ 〃 ハナ １４４．８
６９ レインボーシューズ 牝３鹿 ５３

５０ ▲横山 和生吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：５５．６大差 ９４．６�
５７ シェイクラブハート 牝３栗 ５３ 中舘 英二飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 B４４８＋ ４１：５６．０２� ８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，１４３，１００円 複勝： １９，６４９，８００円 枠連： １１，００９，６００円

馬連： ３２，６８９，９００円 馬単： ２４，８６４，０００円 ワイド： １４，８５８，９００円

３連複： ４３，４２５，０００円 ３連単： ８８，３４４，３００円 計： ２４８，９８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ５８０円 � １５０円 枠 連（３－７） １，０１０円

馬 連 �� ５，０２０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ２５０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ５，７１０円 ３ 連 単 ��� ３７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４１４３１ 的中 � ４０６１３（１番人気）
複勝票数 計 １９６４９８ 的中 � ４５６００（１番人気）� ５６９７（９番人気）� ４２０１９（２番人気）
枠連票数 計 １１００９６ 的中 （３－７） ８１０６（６番人気）
馬連票数 計 ３２６８９９ 的中 �� ４８０７（１７番人気）
馬単票数 計 ２４８６４０ 的中 �� ２９４０（２３番人気）
ワイド票数 計 １４８５８９ 的中 �� ２１７９（１９番人気）�� １８０２９（１番人気）�� ２４７７（１４番人気）
３連複票数 計 ４３４２５０ 的中 ��� ５６２２（１７番人気）
３連単票数 計 ８８３４４３ 的中 ��� １７３８（１１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．３―１３．０―１２．７―１２．７―１３．１―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．７―４８．７―１：０１．４―１：１４．１―１：２７．２―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイノグロー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１０．１．１０ 京都７着

２００７．２．２６生 牡４黒鹿 母 ヤマトメロディー 母母 ヘ ロ イ ー ダ １９戦２勝 賞金 ２５，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※ウエスタンダーツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３１１４２１１月２０日 曇 重 （２３新潟５）第１２日 第１０競走 ��
��１，０００�

ひ よ く

飛 翼 特 別
発走１４時４０分 （芝・直線）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５９ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables B４４０＋ ２ ５５．７ ７．４�

７１４ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ３．２�
８１７ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８４－ ８ ５５．８クビ １５．８�
８１８ スイートライラ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７４± ０ ５５．９� ７．９�
４７ キッズチェイサー 牝３黒鹿５４ 丸山 元気瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ ５６．０� ３．９�
５１０ 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 ４２６＋ ２ ５６．１クビ ２２．０	
３６ � エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人
栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５４２＋ ６ ５６．３１ ２４．２�
７１３ シシャモチャン 牝５栗 ５５ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ １８．７�
８１６ ジニオマッジョーレ 牝５栗 ５５ 上村 洋行畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９６＋１６ ５６．５１	 ３２．６
６１１ エランドール 牝３鹿 ５４ 西村 太一�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４２８－ ２ ５６．６	 ５５．９�
４８ ワンズガーホッド 牝５芦 ５５ 川須 栄彦�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４９６－１６ ５６．７クビ ４１．１�
７１５ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－１２ 〃 アタマ ５２．４�
２４ 
 メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５７ 宮崎 北斗�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４７０＋ ８ 〃 クビ ５８．９�
１１ ミスターマスタード 牡３鹿 ５６ 中舘 英二薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５６－ ６ ５７．０１� １６．０�
６１２ リッピアピンク 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７０－１０ ５７．２１� ３４．２�
２３ 
 メイショウフレアー 牡５青鹿５７ 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ６ ５７．３	 １３３．０�
３５ エ ク メ ー ネ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４８４＋１０ ５７．５１� ７３．６�
１２ ニホンピログッデン �８鹿 ５７ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７８－ ４ ５７．７１	 １３０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９０２，５００円 複勝： ３０，４２６，０００円 枠連： １８，２４２，１００円

馬連： ５２，２５７，６００円 馬単： ３４，５７４，５００円 ワイド： ２３，４３３，５００円

３連複： ７８，７９８，３００円 ３連単： １３６，８００，２００円 計： ３９４，４３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（５－７） ８２０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，１５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，７９０円 ３ 連 単 ��� ３９，１７０円

票 数

単勝票数 計 １９９０２５ 的中 � ２１２８４（３番人気）
複勝票数 計 ３０４２６０ 的中 � ３３５１１（４番人気）� ５６７４７（１番人気）� ２０１３８（５番人気）
枠連票数 計 １８２４２１ 的中 （５－７） １６６１１（３番人気）
馬連票数 計 ５２２５７６ 的中 �� ２７６７６（４番人気）
馬単票数 計 ３４５７４５ 的中 �� ８００７（９番人気）
ワイド票数 計 ２３４３３５ 的中 �� ９１０２（５番人気）�� ４９５９（８番人気）�� ４３７１（１０番人気）
３連複票数 計 ７８７９８３ 的中 ��� ７４６６（１８番人気）
３連単票数 計１３６８００２ 的中 ��� ２５７８（７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．２―１０．８―１０．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．４―３３．２―４３．６

上り４F４３．５－３F３３．３
勝馬の
紹 介

�アポロノカンザシ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１０．９ 東京７着

２００８．３．２７生 牝３栗 母 Seeknfind 母母 Seeking the Pearl １４戦３勝 賞金 ３８，９７６，０００円
〔制裁〕 メタリック号の騎手宮崎北斗は，競走後半で外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）



３１１４３１１月２０日 曇 重 （２３新潟５）第１２日 第１１競走
第４７回農林水産省賞典

��
��２，０００�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （芝・左・外）
３歳以上，２２．１１．２０以降２３．１１．１３まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

５９ � アドマイヤコスモス 牡４栗 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ４１：５９．１ １．９�

７１４ メイショウカンパク 牡４黒鹿５５ 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ４１：５９．２� １７．５�
６１１ マイネイサベル 牝３鹿 ５２ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４６４＋ ６１：５９．５１� １５．７�
７１５ ゲシュタルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５１４－ ６１：５９．７１� １４．０�
３６ マイネルスターリー 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４９０＋ ８２：００．０２ ４６．４�
３５ セイクリッドバレー 牡５栗 ５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２２：００．２１� ５．５�
４７ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７２＋ ４２：００．３	 １３．１	
８１７ マ ゼ ラ ン 牡６鹿 ５５ 鮫島 良太 
キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３６－ ２２：００．７２	 １４．４�
２４ バウンシーチューン 牝３鹿 ５１ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２４＋ ８２：００．８� ２４．４�
８１８ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５６ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９６＋ ８ 〃 アタマ １５９．１
２３ オールアズワン 牡３黒鹿５３ 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８２－ ２２：００．９� ５０．１�
４８ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５２ 村田 一誠小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ４２：０１．０クビ ９６．４�
６１２ オウケンサクラ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ５００－ ６２：０１．２１ １０９．６�
８１６ ヤングアットハート 牡４栗 ５５ 佐藤 哲三 
社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５０４＋１８２：０１．３� ２５．３�
１２ サンライズベガ 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４－ ４２：０１．４	 ２４．７�
７１３ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４＋１０ 〃 ハナ １０８．１�
１１ マンハッタンスカイ 牡７黒鹿５４ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット B５４６－ ４２：０２．４６ ２６８．７�
５１０ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５２ 古川 吉洋土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４９２＋ ２２：０２．５	 ２３３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８２，１６８，５００円 複勝： １０５，７８０，２００円 枠連： ５４，２９６，３００円

馬連： ３１１，１１１，２００円 馬単： １６５，７９２，１００円 ワイド： １０３，８１５，６００円

３連複： ４２４，６１７，６００円 ３連単： ７７２，７５０，５００円 計： ２，０２０，３３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３４０円 � ３７０円 枠 連（５－７） ７１０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ６７０円 �� ３，１１０円

３ 連 複 ��� ７，３００円 ３ 連 単 ��� ２３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ８２１６８５ 的中 � ３５０７０６（１番人気）
複勝票数 計１０５７８０２ 的中 � ３７３１４４（１番人気）� ６０８３６（５番人気）� ５４３４８（７番人気）
枠連票数 計 ５４２９６３ 的中 （５－７） ５６６３６（２番人気）
馬連票数 計３１１１１１２ 的中 �� １４５３５９（５番人気）
馬単票数 計１６５７９２１ 的中 �� ５５７６１（６番人気）
ワイド票数 計１０３８１５６ 的中 �� ４３５３６（４番人気）�� ３９２３０（５番人気）�� ７７０２（３７番人気）
３連複票数 計４２４６１７６ 的中 ��� ４２９８０（２１番人気）
３連単票数 計７７２７５０５ 的中 ��� ２４１４３（５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１１．９―１２．０―１２．８―１２．３―１１．６―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．５―４７．４―５９．４―１：１２．２―１：２４．５―１：３６．１―１：４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６
３ ３，２，１２（１，１０，１３）９（５，４，１７）１１（８，６，１６，１８）（１５，７）－１４ ４ ３，２（５，１，１２）（１０，９，１３，１７）（８，６）（４，１１，１６，１８）（１５，７）－１４

勝馬の
紹 介

�アドマイヤコスモス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Be My Guest

２００７．３．３生 牡４栗 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ６戦５勝 賞金 １００，７７４，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウカンパク号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１６番・１２番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 イケドラゴン号・エオリアンハープ号・チョウカイファイト号・デストラメンテ号・トウショウウェイヴ号・

ネオサクセス号・ミッキーパンプキン号

３１１４４１１月２０日 曇 重 （２３新潟５）第１２日 第１２競走 ��
��１，２００�

さ さ や ま

笹 山 特 別
発走１５時５５分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

６１１ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６８＋ ８１：１０．２ １９．６�

４８ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４９２＋ ４ 〃 クビ ７．３�
７１３ アウトオブオーダー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５１０± ０ 〃 ハナ ５．９�
８１７ サクラアドニス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６０－ ８１：１０．３クビ １２．８�
１２ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２ 〃 ハナ １４．５�
５９ 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 B４６８＋ ４ 〃 ハナ ３８．２	
４７ ボンジュールメロン 牝４栗 ５５ 村田 一誠田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：１０．５１ ４．３

５１０ ヴィーヴァサルーテ 牡５青 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ４１：１０．６� １３．４�
３５ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 松田 大作立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８６＋ ２ 〃 ハナ １７．５�
６１２ コンプリート 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １１．４
８１６ オモイデサクラ 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８４＋ ４１：１０．７クビ ４６．４�
８１８� アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７８＋ ２１：１０．８� １９６．１�
２４ マイネルマサムネ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４５０＋ ６１：１０．９� １２４．０�
２３ グランサンク 牝３栗 ５４ 吉田 隼人村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋１６ 〃 クビ ５．５�
７１５ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 太宰 啓介�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４５２－ ２１：１１．１１� １１７．１�
７１４ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 荻野 琢真田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３８＋ ２１：１１．２� ７６．２�
１１ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７４± ０ 〃 クビ ３９．９�
３６ ワイズアンドクール 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B４７４－ ２１：１１．５１	 ７４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６８，１００円 複勝： ３１，０２７，９００円 枠連： ２２，３０７，１００円

馬連： ６３，２１０，６００円 馬単： ３９，４８３，２００円 ワイド： ２４，６１５，７００円

３連複： ８６，４７５，９００円 ３連単： １６２，３３０，７００円 計： ４５０，５１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ３８０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（４－６） １，２３０円

馬 連 �� ７，８８０円 馬 単 �� １８，６４０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� １，７５０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １４，３５０円 ３ 連 単 ��� １２８，０００円

票 数

単勝票数 計 ２１０６８１ 的中 � ８４９５（１０番人気）
複勝票数 計 ３１０２７９ 的中 � １８９８９（７番人気）� ３５１９０（３番人気）� ４１６０７（２番人気）
枠連票数 計 ２２３０７１ 的中 （４－６） １３３９３（４番人気）
馬連票数 計 ６３２１０６ 的中 �� ５９２６（３３番人気）
馬単票数 計 ３９４８３２ 的中 �� １５６４（７６番人気）
ワイド票数 計 ２４６１５７ 的中 �� ２２６３（３４番人気）�� ３４４４（２２番人気）�� ６７７４（５番人気）
３連複票数 計 ８６４７５９ 的中 ��� ４４５０（５０番人気）
３連単票数 計１６２３３０７ 的中 ��� ９３６（４５７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１２．４―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．０―４６．４―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．２
３ ８，３（５，１６）（１，４）（６，１５）（７，９，１３）（１０，１８）１４，１２，１７－１１，２ ４ ８（３，５，１６）４（１，６，１５）１３（７，９）（１０，１８）（１２，１４）１７－１１，２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーティーランボー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．８．１４ 小倉３着

２００８．４．４生 牡３鹿 母 ヒカルトルネード 母母 ダイナパツシヨン １５戦２勝 賞金 ２８，０９４，０００円
〔発走状況〕 アンゲネーム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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。
（非抽選馬） ２頭 タツフラッシュ号・ピュアプレジャー号

３レース目



（２３新潟５）第１２日 １１月２０日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １９１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３８，５９０，０００円
２，０００，０００円
２，２２０，０００円
２２，５８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，７００，５００円
５，２７２，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
２３４，９５１，１００円
３４５，２３６，０００円
１７５，４０４，１００円
６４７，０１５，９００円
４１０，６０１，６００円
２６８，０４５，１００円
９０３，６８６，０００円
１，６２７，０００，２００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 ４，６１１，９４０，０００円

総入場人員 １４，７２１名 （有料入場人員 １２，９４６名）



平成２３年度 第５回新潟競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，００４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，２１５，１９０，０００円
３１，１００，０００円
６３，２００，０００円
２１，７１０，０００円
２０７，４２０，０００円

１４５，０００円
１４５，０００円

６５３，３７２，０００円
５２，３８４，０００円
１９，８３９，６００円

勝馬投票券売得金
２，０９９，２０４，０００円
３，３３６，１６０，４００円
１，５６８，５２２，８００円
５，２５５，３８９，５００円
３，６６４，９８０，８００円
２，２７０，０８２，８００円
７，１９２，０４４，５００円
１３，７８６，８８３，９００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 ３９，１７３，２６８，７００円

総入場延人員 １３４，６１５名 （有料入場延人員 １１９，５６０名）


