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１３００１ ５月５日 曇 不良 （２４新潟１）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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５７ ポ ッ プ イ ン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４１８－ ８１：５６．５ ９．６�

４５ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４７８± ０１：５６．６� １１．４�
８１３ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４４４－ ２１：５６．９１� １３．５�
６９ ハートオブミニー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４６０－１４ 〃 ハナ ５０．７�
６１０ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４３８－ ４１：５７．６４ ７．５�
３４ リュドゥラペ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠安原 浩司氏 北出 成人 平取 清水牧場 ４２４－ ２１：５７．８１� ２７．４�
３３ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４７６＋ ８１：５７．９� ６２．８	
７１１ トシザジュエル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ２１：５８．３２� ６．６

５８ カラドリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ４１：５８．６２ ６８．０�

１１ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ５８．３�
２２ タマモカフェゼリー 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋タマモ 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６０－ ２１：５９．５５ １．９�
８１４ エメラルドチャーム 牝３鹿 ５４ 丸山 元気有限会社シルク吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 ４５２ ―１：５９．８１� ２２．４�
４６ スノーフラワー 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 正和山本牧場 B５１２＋２４２：００．６５ １２０．６�
７１２ アルコロッサ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗 MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４７６－ ６２：０３．２大差 １８７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，２６７，７００円 複勝： １９，７２１，９００円 枠連： ７，７３６，９００円

馬連： ２４，８６６，６００円 馬単： ２０，６１４，９００円 ワイド： １３，５８６，４００円

３連複： ３９，８３４，９００円 ３連単： ６１，４５９，２００円 計： １９８，０８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３５０円 � ３７０円 � ４２０円 枠 連（４－５） ３，９３０円

馬 連 �� ３，８６０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� １，１４０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� １３，５７０円 ３ 連 単 ��� ８１，０００円

票 数

単勝票数 計 １０２６７７ 的中 � ８４３０（４番人気）
複勝票数 計 １９７２１９ 的中 � １５２４３（４番人気）� １４１８１（５番人気）� １２０４２（６番人気）
枠連票数 計 ７７３６９ 的中 （４－５） １４５３（１７番人気）
馬連票数 計 ２４８６６６ 的中 �� ４７６１（１５番人気）
馬単票数 計 ２０６１４９ 的中 �� ２４４３（２４番人気）
ワイド票数 計 １３５８６４ 的中 �� ３１０４（１４番人気）�� ２９４６（１６番人気）�� ２２２６（１８番人気）
３連複票数 計 ３９８３４９ 的中 ��� ２１６７（４２番人気）
３連単票数 計 ６１４５９２ 的中 ��� ５６０（２２９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．１―１３．３―１２．７―１２．７―１３．２―１３．２―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．０―５０．３―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．９―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４０．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ポ ッ プ イ ン �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 プルラリズム デビュー ２０１１．７．３１ 新潟７着

２００９．４．３０生 牝３鹿 母 コトブキトミオー 母母 カ ー ニ バ ル １０戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルコロッサ号は，平成２４年６月５日まで平地競走に出走できない。

１３００２ ５月５日 曇 不良 （２４新潟１）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）

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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１３ カレンシュガーレイ 牡３鹿 ５６ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B４５６＋１０１：１２．５ ３．９�

８１４ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７２± ０１：１２．７１� ４．４�
３５ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５４４－ ４１：１３．０２ ２．１�
３４ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３６＋ ２１：１３．３２ ４１．０�
２３ シルクセラフィム 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志有限会社シルク武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋１４１：１３．５１� １５５．８�
２２ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４５４－ ６１：１３．６� １２．５	
４６ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７０－ ２１：１３．７クビ １４．７

６１１ スピードワン 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 ナカノファーム ４６６ ― 〃 ハナ １９７．２�
７１２ トミケンウエスト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田 正道 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：１３．９１� ３４．４�
５９ マイソールネスト 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ６１：１４．０� ７６．４
５８ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 村田 一誠吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ２８．７�
４７ メイショウシンペイ 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２７９．５�
１１ チアーズアゲン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４５６－ ８ 〃 ハナ ８９．４�
６１０ コウエイロックオン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８０－ ４１：１４．１クビ ８７．９�
８１５ ト ル ー マ ン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 木村 哲也 新ひだか 加野牧場 ５０６＋ ８１：１４．３１� １４３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，４１２，２００円 複勝： １９，３８４，５００円 枠連： ７，６４５，０００円

馬連： ２３，７８６，５００円 馬単： １９，７３７，５００円 ワイド： １２，１３３，１００円

３連複： ３４，０８８，８００円 ３連単： ５７，９２９，９００円 計： １８７，１１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（７－８） ５８０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ３，１８０円

票 数

単勝票数 計 １２４１２２ 的中 � ２５１９５（２番人気）
複勝票数 計 １９３８４５ 的中 � ３４６１１（３番人気）� ３５２２２（２番人気）� ６５５２６（１番人気）
枠連票数 計 ７６４５０ 的中 （７－８） ９７４５（３番人気）
馬連票数 計 ２３７８６５ 的中 �� ２２１００（３番人気）
馬単票数 計 １９７３７５ 的中 �� １０２７５（５番人気）
ワイド票数 計 １２１３３１ 的中 �� ９６８０（３番人気）�� １８５７９（１番人気）�� １６７６２（２番人気）
３連複票数 計 ３４０８８８ 的中 ��� ５５５１３（１番人気）
３連単票数 計 ５７９２９９ 的中 ��� １３４７５（５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．３―１２．２―１２．６―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．６―４５．８―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンシュガーレイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．９．２４ 阪神２着

２００９．４．１生 牡３鹿 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー ６戦１勝 賞金 １０，４００，０００円
〔制裁〕 カレンシュガーレイ号の騎手北村友一は，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）
※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 プレシャスストーン号・メイショウヒナゲシ号
（非抽選馬） １頭 トリックスター号

第１回 新潟競馬 第１日



１３００３ ５月５日 曇 稍重 （２４新潟１）第１日 第３競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．１

良

良

７１０ コスモキャサリン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ２２：０４．１ １０．２�

３３ チャードリー 牝３青鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８＋ ２ 〃 クビ ２．１�
７９ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５４ 上村 洋行吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６２：０４．５２� ４．７�
８１２ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 松山 弘平五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４２２－ ８２：０４．６� ４．２�
８１１ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４４０＋ ２２：０４．７� ２５．６�
６８ トウカイミリオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一内村 正則氏 栗田 徹 平取 びらとり牧場 ４３２－ ４ 〃 アタマ １５７．２	
４４ トミケンアニマード 牝３鹿 ５４ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか 飯岡牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ２３．０

６７ ニューステップ 牝３栗 ５４ 松田 大作金井 順一氏 鈴木 孝志 日高 道見牧場 ４６６－ ４２：０５．１２� ５４．６�
２２ クラウンミネルヴァ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４９２＋ ２２：０５．３１� ９１．８�
５５ ラ フ ァ ダ リ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４－ ２２：０５．７２� １８．０
５６ テイエムヒトメボレ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 前田牧場 ４４６－ ４２：０６．１２� ３１．３�
１１ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４６＋ ６２：０６．５２� １１６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，３０７，１００円 複勝： １７，１０９，８００円 枠連： ８，３７７，４００円

馬連： ２２，２４９，３００円 馬単： １８，９５４，６００円 ワイド： １２，０７６，７００円

３連複： ３１，６１４，５００円 ３連単： ６５，０７３，７００円 計： １８７，７６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（３－７） ３４０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ４９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� １３，５６０円

票 数

単勝票数 計 １２３０７１ 的中 � ９５９０（４番人気）
複勝票数 計 １７１０９８ 的中 � ２０４６０（３番人気）� ５４４２５（１番人気）� ２０２４３（４番人気）
枠連票数 計 ８３７７４ 的中 （３－７） １８６７７（１番人気）
馬連票数 計 ２２２４９３ 的中 �� １７００４（３番人気）
馬単票数 計 １８９５４６ 的中 �� ４８６３（１２番人気）
ワイド票数 計 １２０７６７ 的中 �� ６７４４（４番人気）�� ５８１１（６番人気）�� １１２５５（２番人気）
３連複票数 計 ３１６１４５ 的中 ��� １５７３４（３番人気）
３連単票数 計 ６５０７３７ 的中 ��� ３５４３（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３７．０―５０．１―１：０３．０―１：１６．０―１：２８．７―１：４０．４―１：５２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモキャサリン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．８．７ 新潟２着

２００９．２．１２生 牝３栗 母 タイキエリザベス 母母 ファーストブラッシュ ５戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 クラウンミネルヴァ号の調教師菊川正達は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

１３００４ ５月５日 曇 稍重 （２４新潟１）第１日 第４競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２４ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５４－ ４１：２２．１ １．７�

４８ アポロライダー �３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４３４－ ６１：２２．４２ ３０．７�
８１５ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４３８－ ４１：２２．６１� ７．３�
３６ シンコームーン 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４－ ４１：２３．０２� ５．２�
３５ イカルストミー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ １４２．９�
６１２ ハートヴァイン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥 	スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４４２－ ４１：２３．１クビ ７．６

７１３ レオキングダム 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４５２＋ ４１：２３．３１ ６２．０�
５９ ラブファクト 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真西浦 和男氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 ４２８＋ ２１：２３．４� ２５２．５�
５１０ チキウミサキ 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド ４３８＋ ８ 〃 クビ １４．８
８１６ トウカイジェスタ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 B４４２－ ４１：２３．５クビ １２０．３�
１１ ハ レ ー 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 ４８６± ０ 〃 クビ ２０１．０�
１２ ファシネイト 牝３栗 ５４ 村田 一誠宮崎 利男氏 菊沢 隆徳 日高 シンボリ牧場 ４５８＋ ２１：２３．６クビ ７５．１�
７１４ キズナダクリチャン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 ４５０＋ ４１：２３．８１� ３１．０�
２３ シアワセノオウジ 牡３栗 ５６ 松田 大作杉本 豊氏 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３６ ― 〃 ハナ ９１．０�
４７ アンソニーバローズ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 前田 宗将 ５１４ ―１：２７．４大差 １８１．７�

（１５頭）
６１１ クリノユングフラウ 牝３黒鹿５４ 黛 弘人栗本 博晴氏 高市 圭二 登別 青藍牧場 ４３６ ― （競走除外）

（フィアーノ）

売 得 金

単勝： １４，２２６，８００円 複勝： ２３，５９７，０００円 枠連： ７，６１６，８００円

馬連： ２５，２０４，４００円 馬単： ２１，１３２，０００円 ワイド： １２，９１９，５００円

３連複： ３４，２０７，８００円 ３連単： ５９，６９７，１００円 計： １９８，６０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（２－４） ２，０４０円

馬 連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ３００円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� １６，４７０円

票 数

単勝票数 差引計 １４２２６８（返還計 １０４４） 的中 � ６７４５１（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３５９７０（返還計 １８９２） 的中 � １０１９１４（１番人気）� ８６９０（６番人気）� ２４８１７（３番人気）
枠連票数 差引計 ７６１６８（返還計 １９４） 的中 （２－４） ２７５８（８番人気）
馬連票数 差引計 ２５２０４４（返還計 ５９４０） 的中 �� ８６１５（８番人気）
馬単票数 差引計 ２１１３２０（返還計 ４３９８） 的中 �� ５４６１（９番人気）
ワイド票数 差引計 １２９１９５（返還計 ３８１９） 的中 �� ３４８７（９番人気）�� １２６４３（３番人気）�� １４７８（２２番人気）
３連複票数 差引計 ３４２０７８（返還計 １４９１０） 的中 ��� ７５４８（１１番人気）
３連単票数 差引計 ５９６９７１（返還計 ２５２０８） 的中 ��� ２６７６（４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．０―１１．６―１１．６―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．４―４６．０―５７．６―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブループルチェッラ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー ２０１１．７．３０ 小倉５着

２００９．３．２８生 牝３黒鹿 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン １６戦１勝 賞金 ２７，３５０，０００円
〔競走除外〕 クリノユングフラウ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ハレー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔調教再審査〕 ハレー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンソニーバローズ号は，平成２４年６月５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 クラウンザショパン号



１３００５ ５月５日 晴 不良 （２４新潟１）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

６１０ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４７２＋ ４１：５５．６ ３８．４�

８１４ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４９８＋ ６１：５５．７� ３．８�
５９ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４５２－１０１：５６．０２ １１５．４�
６１１ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０４± ０１：５６．１� ２８．５�
２３ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４７２－ ４１：５６．２� １７．６�
５８ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 村田 一誠永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４８４＋１０１：５６．５１� ６．９	
４７ � プリモスズカ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B４９６＋ ２１：５６．７１� ６．６

７１２ パワーオブプレイ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 ４５６± ０１：５６．８� ２．９�
２２ リーノレオン 牡３栗 ５６ 田中 健呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７０－ ２１：５７．０１� １４．６
３５ チーフベアキャット 牡３栗 ５６ 荻野 琢真熊田 晋作氏 羽月 友彦 白老 習志野牧場 ４４２－１０１：５７．３１� ９８．８�
１１ ケイアイプリンス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ５０６＋１４１：５８．３６ １４４．９�
７１３ サイレントキラー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４０６－ ２１：５８．８３ １３．１�
３４ サダルスード 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４８６± ０２：００．３９ ７５．３�
８１５ コウエイビートル 牡３黒鹿５６ 北村 友一西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４－ ６２：０１．３６ ４３．２�
４６ � タツスティンガー 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd ５１６－ ４２：０３．２大差 ３９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，７０６，９００円 複勝： １９，１０１，１００円 枠連： ９，７５９，２００円

馬連： ２３，６６４，３００円 馬単： １７，７６２，８００円 ワイド： １３，３６０，１００円

３連複： ３３，８４１，９００円 ３連単： ５３，７９０，７００円 計： １８２，９８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８４０円 複 勝 � ８８０円 � １８０円 � ２，５００円 枠 連（６－８） ２，７３０円

馬 連 �� ６，１３０円 馬 単 �� １８，０１０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ２３，２５０円 �� ８，３４０円

３ 連 複 ��� １６８，７６０円 ３ 連 単 ��� １，０７２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １１７０６９ 的中 � ２４０６（９番人気）
複勝票数 計 １９１０１１ 的中 � ４８２８（９番人気）� ３９７４０（２番人気）� １６００（１３番人気）
枠連票数 計 ９７５９２ 的中 （６－８） ２６４３（１２番人気）
馬連票数 計 ２３６６４３ 的中 �� ２８５０（２２番人気）
馬単票数 計 １７７６２８ 的中 �� ７２８（５７番人気）
ワイド票数 計 １３３６０１ 的中 �� ２１５３（２０番人気）�� １３９（８９番人気）�� ３９０（５８番人気）
３連複票数 計 ３３８４１９ 的中 ��� １４８（２４６番人気）
３連単票数 計 ５３７９０７ 的中 ��� ３７（１４３６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．１―１３．４―１２．６―１２．６―１３．２―１２．９―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．７―５０．１―１：０２．７―１：１５．３―１：２８．５―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クレバーペガサス �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．２．１８ 京都１２着

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 ア ル シ ッ ペ 母母 Smolensk ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイビートル号・タツスティンガー号は，平成２４年６月５日まで平地競走に出走できない。

１３００６ ５月５日 晴 稍重 （２４新潟１）第１日 第６競走 ��１，２００�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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

５１０ コパノツイテル 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ２１：１０．３ １３２．５�

４７ ビキニブロンド 牝３黒鹿５４ 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４２２－１４ 〃 ハナ ３．０�

５９ マイネルプレジャー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ４．３�

８１５ グレートサミット 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６４－ ４１：１０．４� １７．４�
７１４� ヒシラストレディ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４３０＋ ４１：１０．５クビ １０．５�
８１６ チュウワダンサー 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４ 〃 アタマ ２２．３�
６１１ テーオーアパタイト 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４４０－ ６１：１０．６� １３２．５�
１１ ウェルトレインド �３鹿 ５６ 丸山 元気岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４５６－ ４１：１０．８１� １０．１	
６１２ ポエティカル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９６－ ２ 〃 クビ １４．３

２３ クリノダイキンボシ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５２－１２１：１０．９クビ ２１．２�
３６ クレイジータイガー 牝３青 ５４

５１ ▲原田 和真田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４０± ０ 〃 ハナ ９５．１�
１２ エーシンブランシュ 牝３芦 ５４ 村田 一誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４０６－１０１：１１．１１� ４３．８
４８ イイデリバイブ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 武田牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ １３６．９�
３５ プボワールベール 牡３栗 ５６ 黛 弘人松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 ４８４－ ８ 〃 アタマ ５．１�
２４ アラビアンジョージ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 浦河 南部 功 ４２６－ ８１：１１．４１� １４６．９�
７１３ マイネピリカ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２１：１２．１４ ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２４１，１００円 複勝： １９，３７６，４００円 枠連： ９，５７０，３００円

馬連： ２５，３９７，７００円 馬単： １７，７７６，１００円 ワイド： １３，３８９，２００円

３連複： ３４，５４４，３００円 ３連単： ５６，０８８，１００円 計： １８８，３８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，２５０円 複 勝 � ２，１５０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－５） ６１０円

馬 連 �� ２１，６５０円 馬 単 �� ５９，１００円

ワ イ ド �� ６，３１０円 �� ４，１４０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３２０，８８０円

票 数

単勝票数 計 １２２４１１ 的中 � ７２８（１３番人気）
複勝票数 計 １９３７６４ 的中 � １６２７（１４番人気）� ３２１１９（３番人気）� ３６３９７（２番人気）
枠連票数 計 ９５７０３ 的中 （４－５） １１６３３（１番人気）
馬連票数 計 ２５３９７７ 的中 �� ８６６（４７番人気）
馬単票数 計 １７７７６１ 的中 �� ２２２（１１５番人気）
ワイド票数 計 １３３８９２ 的中 �� ４８８（５５番人気）�� ７４８（４６番人気）�� ９０６５（２番人気）
３連複票数 計 ３４５４４３ 的中 ��� １０１０（７４番人気）
３連単票数 計 ５６０８８１ 的中 ��� １２９（７７３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１１．９―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．８―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノツイテル �
�
父 アルカセット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．２．２６ 阪神１３着

２００９．４．２６生 牡３黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エーシンブランシュ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延
〔調教再審査〕 エーシンブランシュ号は，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。
（非抽選馬） ３頭 アミフジガガ号・コンプトンジュエル号・スズカサリュート号



１３００７ ５月５日 晴 重 （２４新潟１）第１日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５６ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５７
５４ ▲横山 和生 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５３２＋ ８１：５３．７ ３．４�

８１３ セイカフォルテ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６＋ ４１：５４．１２� ９．７�
４５ アイアンテール 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ５０４－ ８１：５４．３１� １４．０�
８１２ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５２４± ０１：５４．５１� ６．３�
６８ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５６ ☆高倉 稜土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５２－１４ 〃 ハナ ２０．４�
７１０ スエヒロジュピター 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一	みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０２＋２０１：５４．７１� ４７．２

２２ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ５７

５４ ▲原田 和真坂本 肇氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４９８－ ６１：５４．８� ４．２�
６９ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠 	啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５１０－１０１：５５．３３ １３．２�
５７ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２－ ４１：５５．５１� ８．３
３３ カシノピストン 牡５芦 ５７ 千葉 直人柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７２－ ４１：５５．７１� １５２．８�
７１１ シルククラリティ 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真有限会社シルク大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ６１：５５．９� ３３．４�
１１ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９４＋１４１：５６．０� ２７．９�
４４ スリーアルテミス 牝４鹿 ５５ 田中 健永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６－ ４１：５８．９大差 ２０．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，９７８，６００円 複勝： １８，０８８，６００円 枠連： ９，７２１，２００円

馬連： ２４，０５９，１００円 馬単： １７，３７７，１００円 ワイド： １２，６２６，３００円

３連複： ３４，１６１，９００円 ３連単： ５６，６９２，２００円 計： １８４，７０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� １，０３０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ３２，６２０円

票 数

単勝票数 計 １１９７８６ 的中 � ２８４９５（１番人気）
複勝票数 計 １８０８８６ 的中 � ３８０２２（１番人気）� １３７６５（５番人気）� ９９５９（７番人気）
枠連票数 計 ９７２１２ 的中 （５－８） １６７６６（１番人気）
馬連票数 計 ２４０５９１ 的中 �� １２４７３（４番人気）
馬単票数 計 １７３７７１ 的中 �� ５２６９（６番人気）
ワイド票数 計 １２６２６３ 的中 �� ５０２９（５番人気）�� ３０３０（１０番人気）�� １３８３（３０番人気）
３連複票数 計 ３４１６１９ 的中 ��� ３５０６（２３番人気）
３連単票数 計 ５６６９２２ 的中 ��� １２８３（９１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．７―１２．８―１２．４―１２．６―１２．８―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．７―４９．５―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントメジャー �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１．２９ 東京１着

２００８．５．５生 牡４鹿 母 ベルモントオスカー 母母 エスケイチャーミイ ７戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 シンボリカンヌ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
シルククラリティ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻

５分遅延。
〔調教再審査〕 シンボリカンヌ号・シルククラリティ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーアルテミス号は，平成２４年６月５日まで平地競走に出走できない。

１３００８ ５月５日 晴 稍重 （２４新潟１）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 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７９ カネトシマーシャル 牡４鹿 ５７ 松山 弘平兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ５０２＋１４１：４６．９ １６．６�

４４ クールエレガンス 牡５青鹿５７ 大野 拓弥臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８４－１２ 〃 クビ ３．８�
６７ アサクサポイント 牡４青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４７．４３ ３．１�
１１ ラ ロ メ リ ア �４鹿 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２２－１０１：４７．８２� ２．８�
５５ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９８± ０１：４７．９� ３０．３�
７１０ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９０－ ２１：４８．０� ９０．７	
６８ � コーイヌール �４鹿 ５７ 古川 吉洋 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ６５．２

５６ � ヤマカツクライム 牡４栗 ５７ 木幡 初広山田 和夫氏 武 宏平 浦河 鮫川 啓一 ５２０－１５１：４８．３１� ４２．７�
２２ ショウナンアルディ 牡６栗 ５７

５４ ▲横山 和生国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４５８－ ２１：４８．６２ ４２．０�
３３ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ 丸山 元気吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：４８．９１� ２２．４
８１１� モンテローザ 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一前迫 義幸氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４９．２２ １５０．２�
８１２� ジパングダマシイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４７６± ０１：４９．４１ １０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，２９５，３００円 複勝： １７，８９５，５００円 枠連： ７，２７０，２００円

馬連： ２７，９６７，６００円 馬単： ２１，７０６，６００円 ワイド： １２，６９７，０００円

３連複： ３７，５６５，８００円 ３連単： ７３，０１５，４００円 計： ２１２，４１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（４－７） ２，９００円

馬 連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ７，９８０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ９１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� ２９，６３０円

票 数

単勝票数 計 １４２９５３ 的中 � ６８２７（５番人気）
複勝票数 計 １７８９５５ 的中 � １１６８３（５番人気）� ４３２６５（１番人気）� ３８９９４（２番人気）
枠連票数 計 ７２７０２ 的中 （４－７） １８５３（１３番人気）
馬連票数 計 ２７９６７６ 的中 �� ８０１０（７番人気）
馬単票数 計 ２１７０６６ 的中 �� ２００８（２５番人気）
ワイド票数 計 １２６９７０ 的中 �� ２９４６（１１番人気）�� ３０６１（１０番人気）�� １６９３５（１番人気）
３連複票数 計 ３７５６５８ 的中 ��� １０２０８（７番人気）
３連単票数 計 ７３０１５４ 的中 ��� １８１９（７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．５―１２．６―１２．５―１２．４―１１．７―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３５．０―４７．６―１：００．１―１：１２．５―１：２４．２―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシマーシャル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ベルグポルカ 母母 ベルグストーム １３戦２勝 賞金 １８，０００，０００円



１３００９ ５月５日 晴 重 （２４新潟１）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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３５ カネトシファイター 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４７０－ ２１：１１．９ ２４．８�

７１２ マイネエレーナ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ６１：１２．１１� ４１．５�

５９ エーティーショパン 牡６栗 ５７
５４ ▲藤懸 貴志荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７８＋ ８１：１２．２� １３．８�

４６ イケトップクイーン 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 浦河 日の出牧場 ４６６－ ２１：１２．３� ３．４�
６１０ クリスリリー 牝７栗 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４６＋ ４１：１２．４� ４６．８�
１１ ウォーターサウンド 牡５栗 ５７ 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４７４－２０１：１２．５� ３９．６�
５８ � シセイギンガ 牡６青 ５７ 村田 一誠猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４４６－１０１：１２．８１� ７．０	
６１１ フェブムービング 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４７８＋ ２ 〃 ハナ ８．１

８１４� トップアスリート 牡４黒鹿５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 ４９６＋１０１：１３．０１� ６１．５�
８１５ ケ ツ ァ ー ル 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：１３．１� ２５．２�
４７ アスターウィング 牡４鹿 ５７ 松田 大作加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４８＋ ２１：１３．４１� ２０７．５
３４ モアザンストーム �６青鹿５７ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B４７４－ ８ 〃 クビ １８．７�
２２ タカノキング 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７２± ０１：１３．５� １５．４�
２３ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４８２－ ６１：１３．７１� ３．０�
７１３� プ ル メ リ 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山本 昇寿 ４２４＋ ２１：１４．１２� ２５１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５５８，４００円 複勝： ２５，２８３，６００円 枠連： １２，３１９，７００円

馬連： ３３，７１９，１００円 馬単： ２４，７４８，４００円 ワイド： １７，１３８，９００円

３連複： ４８，３０９，７００円 ３連単： ８６，５４７，２００円 計： ２６４，６２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ５９０円 � １，１６０円 � ４５０円 枠 連（３－７） １４，２６０円

馬 連 �� ４１，４８０円 馬 単 �� ７６，４２０円

ワ イ ド �� １０，９３０円 �� ３，９１０円 �� ７，１１０円

３ 連 複 ��� １４１，４８０円 ３ 連 単 ��� ９６７，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６５５８４ 的中 � ５２６５（８番人気）
複勝票数 計 ２５２８３６ 的中 � １１５０７（７番人気）� ５４０８（１２番人気）� １５９１９（５番人気）
枠連票数 計 １２３１９７ 的中 （３－７） ６３８（３０番人気）
馬連票数 計 ３３７１９１ 的中 �� ６００（７１番人気）
馬単票数 計 ２４７４８４ 的中 �� ２３９（１３２番人気）
ワイド票数 計 １７１３８９ 的中 �� ３８４（７１番人気）�� １０８７（４４番人気）�� ５９２（６０番人気）
３連複票数 計 ４８３０９７ 的中 ��� ２５２（２３７番人気）
３連単票数 計 ８６５４７２ 的中 ��� ６６（１４５３番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．７―１１．４―１２．５―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２２．３―３３．７―４６．２―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．２
３ ・（６，１１）（３，４，１４）（９，１５）１２，１（５，７）１３，８，２－１０ ４ ・（６，１１）１４（３，４，１２）（９，１５）１（５，７）８，１３，２，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カネトシファイター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シャーディー デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神３着

２００８．３．７生 牡４栗 母 スズキャッスル 母母 リトルシオート １４戦２勝 賞金 １６，７５０，０００円
［他本会外：３戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ガッチリガッチリ号・ツヨイコ号・ポリティカルパワー号
（非抽選馬） ２頭 アスールアラテラ号・サイズミックレディ号

１３０１０ ５月５日 晴 良 （２４新潟１）第１日 第１０競走 ��２，２００�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

６８ ロックンロール 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５１８－１８２：１３．０ １２．０�

４４ � サクラボールド 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４７８＋ ４２：１３．１� ３．２�
１１ マルブツマスター 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗大澤 素子氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９８－ ６２：１３．３１ ３．１�
２２ テーオーゼウス 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８４－ ２２：１３．５１� ７．９�
３３ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋ ２２：１３．７１� ３０．０�
７９ デーヴァローカ 牡４栗 ５７ 北村 友一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ １５．３�
８１２ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １９．４	
７１０ キングウェールズ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５４± ０ 〃 アタマ ２４．９

５５ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５２２± ０２：１３．８� １１．３�
５６ パントクラトール 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８０± ０２：１４．１１� １４．１
６７ オールターゲット 牡６栗 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６２－ ２２：１４．６３ １７．４�
８１１� シンボリアミアン 	５鹿 ５７ 的場 勇人シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５１２－ ２２：１９．３大差 １１３．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，０９１，２００円 複勝： ３２，６３６，６００円 枠連： １３，２８９，０００円

馬連： ４４，８６４，６００円 馬単： ２９，９６３，７００円 ワイド： １９，８３８，７００円

３連複： ５８，９３９，９００円 ３連単： １１２，２７９，５００円 計： ３２９，９０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，６１０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ５８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ２３，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８０９１２ 的中 � １１９０６（５番人気）
複勝票数 計 ３２６３６６ 的中 � ２２３１０（５番人気）� ７３４１２（２番人気）� ８２１５３（１番人気）
枠連票数 計 １３２８９０ 的中 （４－６） ６１１０（７番人気）
馬連票数 計 ４４８６４６ 的中 �� １２７３２（１１番人気）
馬単票数 計 ２９９６３７ 的中 �� ３４６８（２５番人気）
ワイド票数 計 １９８３８７ 的中 �� ６７１９（７番人気）�� ７５４８（６番人気）�� ２９３９９（１番人気）
３連複票数 計 ５８９３９９ 的中 ��� ２３０８３（３番人気）
３連単票数 計１１２２７９５ 的中 ��� ３５０２（５６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１０．９―１２．０―１２．５―１２．７―１２．６―１２．７―１１．７―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．２―３４．１―４６．１―５８．６―１：１１．３―１：２３．９―１：３６．６―１：４８．３―２：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ロックンロール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．１０．１８ 京都７着

２００７．５．５生 牡５黒鹿 母 マッキーマドンナ 母母 リンデンシラユリ １６戦３勝 賞金 ３３，３５２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリアミアン号は，平成２４年６月５日まで平地競走に出走できない。



１３０１１ ５月５日 晴 良 （２４新潟１）第１日 第１１競走 ��１，０００�
ま い し ん

邁 進 特 別
発走１５時２５分 （芝・直線）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品
賞 品

本 賞 ８，８００，０００
８，８００，０００

円
円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円

付 加 賞 ２２１，０００
２２１，０００

円
円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５８ ビラゴーティアラ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４２４－ ８ ５６．４ １２．６�

８１４ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５７ 横山 和生小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９２－ ４ 〃 同着 ７０．９�
１１ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 高倉 稜�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５３２－ ２ ５６．５クビ １４．５�
６１０ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ １６．４�
８１５� ジョーリゴラス 牡８栗 ５７ 松田 大作上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４５８－ ４ ５６．８２ １９．７�
５９ リネンパズル 牝５鹿 ５５ 中舘 英二戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６６－１０ 〃 クビ １０．８	
３５ ウィルパワー 牝５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 ４５８± ０ ５７．０１ ６．２

７１３ ミスターマスタード 牡４鹿 ５７ 北村 友一薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６２＋ ６ 〃 クビ １１．２�
４７ スマートムービー 牝５黒鹿５５ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３２－ ２ ５７．１� ２．９�
２２ サマーコード 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 渡 信義 ４３６－ ４ ５７．２� ３２．０�
２３ ステラリード 牝５栗 ５５ 丸山 元気広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４４＋ ４ ５７．４１� ２０．５�
６１１ プリティスター 牝５栗 ５５ 木幡 初広横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４６２－１６ ５７．６１� ９３．２�
３４ � フラッパーミク 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４７４－ ８ 〃 ハナ ７３．０�
７１２ トップモデル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４２４－１４ ５７．８１� ６．４�
４６ オレンジティアラ 牝５栗 ５５ 黛 弘人 �グリーンファーム 今野 貞一 千歳 社台ファーム ４３２－ ２ ５８．３３ ２７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，６６２，９００円 複勝： ４２，１３４，１００円 枠連： ２７，０５０，９００円

馬連： １１０，３９３，０００円 馬単： ６３，５０８，６００円 ワイド： ３７，２４２，６００円

３連複： １４７，４７３，２００円 ３連単： ２６７，３９８，５００円 計： ７２３，８６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

６６０円
３，３８０円 複 勝 �

�
４６０円
２，０４０円 � ５２０円 枠 連（５－８） ３，３７０円

馬 連 �� ４１，０５０円 馬 単 ��
��

４１，７１０円
５２，９００円

ワ イ ド �� ８，５３０円 ��
��

２，８６０円
１６，１７０円

３ 連 複 ��� ３１２，７５０円 ３ 連 単 ���
���

９５７，９８０円
１，３３３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２８６６２９ 的中 � １７９７９（６番人気）� ３１８８（１３番人気）
複勝票数 計 ４２１３４１ 的中 � ２５７８９（６番人気）� ４９６７（１４番人気）� ２２３５９（８番人気）
枠連票数 計 ２７０５０９ 的中 （５－８） ５９３２（１７番人気）
馬連票数 計１１０３９３０ 的中 �� １９８５（７７番人気）
馬単票数 計 ６３５０８６ 的中 �� ５６２（１５１番人気）�� ４４３（１６６番人気）
ワイド票数 計 ３７２４２６ 的中 �� １０７０（７９番人気）�� ３２４６（３８番人気）�� ５６２（９５番人気）
３連複票数 計１４７４７３２ 的中 ��� ３４８（３７１番人気）
３連単票数 計２６７３９８５ 的中 ��� １０３（２１２３番人気） ��� ７４（２２８９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．０―１０．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．４―４４．１

上り４F４４．３－３F３４．０
勝馬の
紹 介

ビラゴーティアラ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 シンコウキング デビュー ２０１０．１．２４ 中山５着

２００７．４．２３生 牝５鹿 母 ブルーファイブ 母母 リ バ ー ラ ス １７戦４勝 賞金 ４０，４８５，０００円
市場取引馬

ナ ス ザ ン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．９．２３ 中山１３着

２００５．４．３生 牡７鹿 母 ゼットマリア 母母 マ ズ リ ア ４６戦３勝 賞金 ３６，９３１，０００円

１３０１２ ５月５日 晴 良 （２４新潟１）第１日 第１２競走 １，６００�
い し う ち

石 打 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

６１１ ショウナンマハ 牝４黒鹿５５ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４５０＋ ２１：３４．６ ５．９�

８１６� シャイニングサヤカ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹伏木田達男氏 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 ４６８－ ６１：３４．７� ５．０�
２３ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７２± ０１：３４．８クビ １６．６�
８１５ ビービーバカラ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２４．４�
７１３ デラコリーナ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ １９．５�
７１４ オースミマイカ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４３２＋ ４１：３５．０１� １３．６	
５１０ スターコレクション 牝４青 ５５ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４４６－ ２１：３５．１クビ １７．６

３６ マイファーストラヴ 牝６青鹿５５ 松山 弘平廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５４＋ ６１：３５．２� ２６．３�
４８ � ブラックオーキッド 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド ４４８＋１０ 〃 ハナ ２６．２�
５９ リアリーラヴユー 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：３５．５１� ３．３
６１２ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥有限会社シルク尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：３５．６� ３３．６�
４７ マイネアロマ 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４６４－ ８１：３５．７� ３７．１�
１１ フロールジェナ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４１６－ ４１：３５．９１� １７０．３�
１２ ラヴァーズキッス 牝４栗 ５５ 高倉 稜 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ ７．３�
３５ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋安倍 光昭氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 ４１０－ ２１：３６．３２� １８６．５�
２４ � ハイレイヤー 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：３６．４� ４８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３８１，２００円 複勝： ３７，６００，０００円 枠連： １９，２４０，９００円

馬連： ６０，４４８，１００円 馬単： ３７，４０２，５００円 ワイド： ２６，７８５，８００円

３連複： ８４，３３２，２００円 ３連単： １４７，７９１，５００円 計： ４３６，９８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（６－８） １，１３０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ９９０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ２９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２３３８１２ 的中 � ３１５９４（３番人気）
複勝票数 計 ３７６０００ 的中 � ４８８０８（３番人気）� ５５６０５（２番人気）� ２７２３１（５番人気）
枠連票数 計 １９２４０９ 的中 （６－８） １２６１２（５番人気）
馬連票数 計 ６０４４８１ 的中 �� ２７３０８（４番人気）
馬単票数 計 ３７４０２５ 的中 �� ７６８４（９番人気）
ワイド票数 計 ２６７８５８ 的中 �� １２０７３（３番人気）�� ６５９４（８番人気）�� ５９１５（９番人気）
３連複票数 計 ８４３３２２ 的中 ��� １０７４１（１３番人気）
３連単票数 計１４７７９１５ 的中 ��� ３７２５（５４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．１―１２．４―１２．１―１１．４―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３５．４―４７．８―５９．９―１：１１．３―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマハ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉２着

２００８．２．１５生 牝４黒鹿 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス １４戦２勝 賞金 ２８，８５６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 マイファーストラヴ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エリザベートアスク号・カナエチャン号・サンデースイセイ号・プロポーズ号



（２４新潟１）第１日 ５月５日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

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

１５２，７１０，０００円
８，２７０，０００円
１，５０１，０００円
１３，５４０，０００円
５６，３０１，０００円
４，４２０，０００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
１８６，１２９，４００円
２９１，９２９，１００円
１３９，５９７，５００円
４４６，６２０，３００円
３１０，６８４，８００円
２０３，７９４，３００円
６１８，９１４，９００円
１，０９７，７６３，０００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 ３，２９５，４３３，３００円

総入場人員 １４，０３８名 （有料入場人員 １２，６９６名）


