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１３０４９ ５月１９日 晴 不良 （２４新潟１）第５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

３４ カシュカシュ 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ８１：５６．１ ４．３�

８１５ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B５１２＋ ６１：５６．６３ １．９�
５９ 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 B４８２＋ ４１：５６．８１� ６．７�
８１４ 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 ４７４＋ ２１：５７．７５ ６７．５�

６１０ ウエスタンロッサ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４８０－ ２１：５８．１２� １６．７�
２２ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４ 〃 クビ １２．１�
１１ スマイルモトヒメ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥黒澤 尚氏 千田 輝彦 新冠 飛渡牧場 ４３２＋１０１：５９．１６ ３１．７	
６１１ ベニバナビジン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一ベニバナ組合 畠山 吉宏 新冠 ベルモント

ファーム ４３４－１０１：５９．４１� ２２．０

３５ ハートオブミニー 牝３黒鹿５４ 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４６２＋ ２１：５９．５� １８．２�
７１３ ミッドナイトシップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４２４＋ ２１：５９．６� ２０６．２�
４７ 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 ４６８＋ ２２：００．３４ ４５．５
５８ クイーンエマ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮川 純造氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４９６＋ ６２：０１．３６ １３５．５�
４６ ベルモントビジュ 牝３栗 ５４ 田中 博康 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４２± ０２：０２．３６ ２７２．０�
２３ グッバイグランマ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 木村牧場 ４７８± ０２：０３．８９ １９６．１�
７１２ マリーズデイ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ２６２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，６２９，１００円 複勝： ２０，０９１，３００円 枠連： ６，７０７，０００円

馬連： １９，４５４，８００円 馬単： １５，５１２，５００円 ワイド： １０，９０５，５００円

３連複： ３０，８１６，７００円 ３連単： ５４，１７７，９００円 計： １６７，２９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－８） ３４０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ３，３８０円

票 数

単勝票数 計 ９６２９１ 的中 � １７６９７（２番人気）
複勝票数 計 ２００９１３ 的中 � ２８４３３（２番人気）� ９６３１０（１番人気）� ２３９５９（３番人気）
枠連票数 計 ６７０７０ 的中 （３－８） １４９２２（１番人気）
馬連票数 計 １９４５４８ 的中 �� ３２８４２（１番人気）
馬単票数 計 １５５１２５ 的中 �� １１６５０（３番人気）
ワイド票数 計 １０９０５５ 的中 �� １３６４９（２番人気）�� ６７４２（４番人気）�� １４４１３（１番人気）
３連複票数 計 ３０８１６７ 的中 ��� ３７１９６（１番人気）
３連単票数 計 ５４１７７９ 的中 ��� １１８３３（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．８―１３．６―１３．２―１２．４―１３．０―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．３―５０．９―１：０４．１―１：１６．５―１：２９．５―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．６
１
３
１５，９，１３（６，１４）１２，１（８，７，１０）５（２，４）－（３，１１）
１５，９－１４（１３，２）（１，１０）（５，４）－（６，１２）－７（３，８，１１）

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

勝馬の
紹 介

カシュカシュ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー ２０１２．３．２４ 中京９着

２００９．２．１９生 牝３鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンエマ号・ベルモントビジュ号・グッバイグランマ号・マリーズデイ号は，平成２４年６月１９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 アリアーヌ号

１３０５０ ５月１９日 晴 不良 （２４新潟１）第５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 ヴァルナビット 牡３栗 ５６ 国分 優作田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４６６－ ６１：１３．６ ６．４�

８１５ 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 ４７０－ ２ 〃 クビ ３．２�
６１１ フォースフル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４７８＋１６１：１３．９１� ４．１�
７１２ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 津村 明秀宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７０＋ ２１：１４．３２� ２３．７�
１１ ワイドシャトル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬亀井 弘氏 松永 昌博 新ひだか カタオカフアーム ４７０＋１８１：１４．４� ２２９．５�
３４ タツグレート 牡３栗 ５６ 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５４－ ６１：１４．８２� ６７．０�
４７ 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± ０１：１５．７５ ２８．１	
５９ スマートブリーザ 牝３栗 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 駒沢 明憲 ４６４＋ ２１：１５．８� ６４．３

２３ メイショウプリムラ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 日田牧場 ４５８－ ６１：１５．９� ９５．７�
３５ ミスズマジシャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 松浦牧場 ４６８－ ６１：１６．０� ３４８．１�
５８ シベリアンロビン 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ４９４－２２１：１６．１クビ １０．６
４６ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ４．１�
８１４ サマンサバローズ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 B４８８－１２ 〃 ハナ １６３．７�
６１０ オ ン ジ ェ ム 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 日高 高柳 隆男 ４５８＋ ４１：１６．５２� １６．４�
２２ エーシンズーパー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 �原 敏明 ４７６－１０１：１６．６クビ ７０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，５１０，７００円 複勝： １８，４７９，６００円 枠連： ６，５９２，４００円

馬連： ２０，８１７，５００円 馬単： １４，８２１，５００円 ワイド： １０，６７５，７００円

３連複： ２８，６６１，２００円 ３連単： ５３，４６０，７００円 計： １６４，０１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（７－８） ５８０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ６，８１０円

票 数

単勝票数 計 １０５１０７ 的中 � １３１０６（４番人気）
複勝票数 計 １８４７９６ 的中 � ３３７７３（３番人気）� ４３１１４（１番人気）� ２６２０２（４番人気）
枠連票数 計 ６５９２４ 的中 （７－８） ８４３８（２番人気）
馬連票数 計 ２０８１７５ 的中 �� ２１４６５（２番人気）
馬単票数 計 １４８２１５ 的中 �� ６１８２（７番人気）
ワイド票数 計 １０６７５７ 的中 �� ９０４７（３番人気）�� ５３０３（６番人気）�� ９８２１（２番人気）
３連複票数 計 ２８６６１２ 的中 ��� ２０３３５（３番人気）
３連単票数 計 ５３４６０７ 的中 ��� ５８０１（１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１２．８―１２．６―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．３―４７．１―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．３
３ ・（６，１２）－１１（１０，１５）２（９，１３）３，７（１，８）４，５－１４ ４ ・（６，１２）（１１，１５）（１０，２，１３）－（９，７）３（１，８）（４，５）＝１４

勝馬の
紹 介

ヴァルナビット �
�
父 デュランダル �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２０１１．９．１９ 阪神５着

２００９．２．２１生 牡３栗 母 アイノビジン 母母 コシジダンサー ８戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔発走状況〕 シベリアンロビン号は，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。
（非抽選馬） ２頭 シゲルパイナップル号・トートモデルニスモ号

第１回 新潟競馬 第５日



１３０５１ ５月１９日 晴 稍重 （２４新潟１）第５日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：１１．６
２：１０．０

良

良

８１６ ドラケンスバーグ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９８＋１４２：１６．１ ５．６�

６１１ タイセイスナイパー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 村岡 農夫 ４６４－ ６２：１６．２� １．７�
８１５ アスペンゴールド 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４２６－ ８２：１６．５１� １０．０�
６１２ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 松山 弘平小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ ８．１�
３５ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８２± ０２：１６．７１� ２０．２�
２４ サンライズカラー 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５３０＋ ８２：１６．８� １１０．７	
１２ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４７４± ０２：１６．９クビ １１．７

５１０ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２０．０�
２３ セントトーマス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ４９６－ １２：１７．０クビ ２６５．０�
７１４ プリンチペッサ 牝３栗 ５４ 松田 大作�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４１０± ０２：１７．４２� ３８．７
５９ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ４２：１７．８２� ４８．２�
４７ ホクテンリステル 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４８４－ ４２：１８．３３ ４０５．９�
７１３ ナ イ ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 ４４２＋ ４２：１８．６１� １１６．７�
４８ クラシックヴィオラ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗岩� 僖澄氏 境 直行 日高 春木 昭雄 ４２０－ ２ 〃 ハナ ２４３．９�
１１ バンダムデサント 牡３黒鹿５６ 田中 博康山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 ５０４－ ６２：１８．８１� １９１．１�
３６ ライトマキシマム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４８４－１０２：１９．０１� ２３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８７５，７００円 複勝： ２３，５９７，７００円 枠連： ８，１０８，６００円

馬連： １９，２１４，１００円 馬単： １５，２４２，５００円 ワイド： ９，９４１，７００円

３連複： ２７，４６５，９００円 ３連単： ４６，８５２，６００円 計： １６３，２９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（６－８） ２３０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ６００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ５，３４０円

票 数

単勝票数 計 １２８７５７ 的中 � １８２７５（２番人気）
複勝票数 計 ２３５９７７ 的中 � ２３８８１（２番人気）� １２０５２２（１番人気）� ２１７０２（３番人気）
枠連票数 計 ８１０８６ 的中 （６－８） ２７０８６（１番人気）
馬連票数 計 １９２１４１ 的中 �� ３０８３９（１番人気）
馬単票数 計 １５２４２５ 的中 �� ８８４５（３番人気）
ワイド票数 計 ９９４１７ 的中 �� １３３０６（１番人気）�� ３４１８（７番人気）�� ９８７１（２番人気）
３連複票数 計 ２７４６５９ 的中 ��� ２２０９７（１番人気）
３連単票数 計 ４６８５２６ 的中 ��� ６４８３（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．１―１２．２―１３．０―１３．２―１２．７―１２．３―１２．４―１１．９―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．１―３６．３―４９．３―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．５―１：３９．９―１：５１．８―２：０４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドラケンスバーグ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．２．２５ 阪神３着

２００９．３．２５生 牡３黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００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 ビービーマイセン号
（非抽選馬） １頭 アスカノラポール号

１３０５２ ５月１９日 晴 重 （２４新潟１）第５日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ キタサンシンガー 牡３芦 ５６
５３ ▲花田 大昂�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ４９２± ０１：５７．１ ９．８�

４７ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９２－ ２ 〃 クビ ３．６�
８１５ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 田中 健佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９６＋ ６１：５７．２クビ １２１．７�
６１０ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １８３．２�
７１３ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４８＋ ２１：５７．５１� ４．２�
４６ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７６＋ ２１：５７．７１� ６．２	
２２ メルシーラスカル 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一永井 康郎氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 ４８２± ０１：５７．９１� ８．６

５９ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５６ 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４５４－１０１：５８．６４ １４．４�
２３ レムチャバン 牡３栗 ５６ 大下 智本間 茂氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：５８．９２ １６４．８�
７１２ モエレアンバサダー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 B４８２－ ８１：５９．０� ６．６
８１４ イマジンジョン 牡３青 ５６

５３ ▲長岡 禎仁湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ２１：５９．１クビ １１４．１�
５８ パ シ ュ ー ト 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真松本 俊廣氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４８４＋ ２１：５９．５２� ２４．０�
３５ セイユウボス 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生松岡 正二氏 鈴木 伸尋 むかわ 大頭 忠典 ４６０± ０２：００．２４ ５９．１�
３４ ラブファンディ 牡３鹿 ５６ 千葉 直人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２０± ０２：０１．７９ ２７４．７�
１１ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４９０＋ ６２：０３．１９ ２０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２４７，２００円 複勝： １８，３１３，６００円 枠連： ８，５９６，０００円

馬連： １９，９１９，４００円 馬単： １４，８０２，５００円 ワイド： １１，１５０，７００円

３連複： ２９，２０４，６００円 ３連単： ４６，０７９，８００円 計： １５８，３１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � ２，４３０円 枠 連（４－６） １，２１０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １３，２２０円 �� ４，５７０円

３ 連 複 ��� ５２，０７０円 ３ 連 単 ��� ２４８，２３０円

票 数

単勝票数 計 １０２４７２ 的中 � ８２６１（６番人気）
複勝票数 計 １８３１３６ 的中 � １５４０４（５番人気）� ３６７５８（１番人気）� １４８６（１２番人気）
枠連票数 計 ８５９６０ 的中 （４－６） ５２６４（４番人気）
馬連票数 計 １９９１９４ 的中 �� ７１８８（８番人気）
馬単票数 計 １４８０２５ 的中 �� ２１８２（２０番人気）
ワイド票数 計 １１１５０７ 的中 �� ３３５３（８番人気）�� ２０１（６０番人気）�� ５８８（４０番人気）
３連複票数 計 ２９２０４６ 的中 ��� ４１４（１０５番人気）
３連単票数 計 ４６０７９８ 的中 ��� １３７（５４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．６―５０．９―１：０４．２―１：１７．５―１：３０．２―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．６
１
３

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

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

キタサンシンガー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１１．２０ 新潟３着

２００９．３．２２生 牡３芦 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス ５戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔制裁〕 キネオスパーク号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーフラッシュ号は，平成２４年６月１９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムガッテン号・メイショウスリラー号



１３０５３ ５月１９日 晴 稍重 （２４新潟１）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時５０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

２４ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：０９．４ １８．６�

７１４ アラカメジョウ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６－ ４１：０９．５� ５．４�
７１３ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６４± ０１：１０．０３ ３３．１�
４８ リトルビッグマン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ３１．５�
５１０ コンパティビリティ 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：１０．３１� ２．２�
３６ カシノデューク 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８４＋ ４ 〃 クビ ２４．０�
３５ ベスタルキュート 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４２８－ ６１：１０．４� ７４．４	

４７ スペシャルリリー 牝３栗 ５４ 木幡 初広喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５０．１

８１５ ゾ ク ゾ ク �３鹿 ５６ 吉田 隼人中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 ４４２－１０ 〃 ハナ １０．８�
６１１ 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 ４８０－ ２１：１０．５クビ １０．１
１２ マーブルメーカー 牝３栗 ５４ 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４１２± ０１：１０．６� ９．５�
２３ バ レ ー ジ ュ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－ ６１：１１．０２� ３８．９�

６１２ パンツァーリート 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７４－ ２１：１１．２１� １２．８�

１１ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 B４４２＋ ８ 〃 ハナ ４２．５�
５９ コスモキャリー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 大竹 正博 新冠 平山牧場 ４４６± ０１：１１．５１� １５５．８�
８１６ タマモルージュ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４４ ―１：１２．２４ １９９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３３８，５００円 複勝： ２５，２７９，２００円 枠連： ７，９５１，５００円

馬連： ２２，８７４，９００円 馬単： １５，９３０，５００円 ワイド： １２，９８７，８００円

３連複： ３４，０２９，４００円 ３連単： ５３，９０４，５００円 計： １８６，２９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ６１０円 � ２５０円 � ８００円 枠 連（２－７） ３，６４０円

馬 連 �� ３，６７０円 馬 単 �� ８，６６０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ４，８７０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ２６，４４０円 ３ 連 単 ��� １５６，０１０円

票 数

単勝票数 計 １３３３８５ 的中 � ５６５８（７番人気）
複勝票数 計 ２５２７９２ 的中 � １０２８２（７番人気）� ３１２９７（２番人気）� ７４８５（９番人気）
枠連票数 計 ７９５１５ 的中 （２－７） １６１５（１４番人気）
馬連票数 計 ２２８７４９ 的中 �� ４６０５（１３番人気）
馬単票数 計 １５９３０５ 的中 �� １３５８（３１番人気）
ワイド票数 計 １２９８７８ 的中 �� ２５９８（１０番人気）�� ６４１（５４番人気）�� １６７８（２２番人気）
３連複票数 計 ３４０２９４ 的中 ��� ９５０（８６番人気）
３連単票数 計 ５３９０４５ 的中 ��� ２５５（４８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．３―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨシールプリンセス �
�
父 テレグノシス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 中山２着

２００９．４．２７生 牝３鹿 母 フレンチアイディア 母母 フ ェ ン ジ ー １２戦１勝 賞金 １６，５５０，０００円
〔制裁〕 リトルビッグマン号の騎手宮崎北斗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（７番・１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。
（非抽選馬） ２頭 イッセキニチョウ号・キママレディー号

１３０５４ ５月１９日 晴 重 （２４新潟１）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７１３ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋ ４１：５５．５ ２．９�

４７ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０４－ ６ 〃 ハナ ４．１�
５９ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８４－ ８１：５５．６� ６５．２�
３５ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４０＋ ２１：５６．０２� ７．３�
１１ � プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 黛 弘人栗本 博晴氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ６１：５６．２１� ４．７�
２３ オンザスローン 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４２０－ ２１：５６．９４ ５５．９�
７１２ デルマアプサラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４５４－ ６ 〃 ハナ ７５．５�
６１１� トップバゴチャン 牝５青鹿５５ 松田 大作	宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４８４＋ ８１：５７．２２ ９７．９

８１５ マイネフェリックス 牝５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 B４８８＋１４１：５７．６２� １１．７�
３４ � エーシンサンファン 牝４黒鹿５５ 中舘 英二�栄進堂 高野 友和 浦河 山田 昇史 ４５０＋ ２１：５７．９１� ４０．８
２２ � ク ッ カ 牝４栗 ５５ 荻野 琢真飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２１：５８．０クビ １８．０�
８１４ ハッピーライフ 牝５栗 ５５ 木幡 初広江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３８－ ２１：５８．１� ５２．１�
４６ � サトノコンテッサ 牝５栗 ５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B４５４－ ２１：５８．６３ １７０．６�
５８ マイネロードナイト 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４８２＋ ４２：００．１９ １９．５�
６１０ クリムゾンシップ 牝５芦 ５５ 村田 一誠 	ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 B４８８＋ ５２：００．９５ ６６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，３０４，９００円 複勝： １６，７２５，８００円 枠連： ６，８０３，８００円

馬連： １７，２３６，８００円 馬単： １４，２３２，３００円 ワイド： １０，１３６，４００円

３連複： ２５，８９０，４００円 ３連単： ４３，８０９，０００円 計： １４４，１３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １，２００円 枠 連（４－７） ４９０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２，５４０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １０，７９０円 ３ 連 単 ��� ３８，６３０円

票 数

単勝票数 計 ９３０４９ 的中 � ２６１０４（１番人気）
複勝票数 計 １６７２５８ 的中 � ４５５４４（１番人気）� ２９２４３（２番人気）� ２２１９（１２番人気）
枠連票数 計 ６８０３８ 的中 （４－７） １０３０２（１番人気）
馬連票数 計 １７２３６８ 的中 �� ２１４４７（１番人気）
馬単票数 計 １４２３２３ 的中 �� １１４５４（１番人気）
ワイド票数 計 １０１３６４ 的中 �� １０９２５（１番人気）�� ８８６（２７番人気）�� ７５０（３３番人気）
３連複票数 計 ２５８９０４ 的中 ��� １７７１（３４番人気）
３連単票数 計 ４３８０９０ 的中 ��� ８３７（１０３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１３．２―１２．７―１２．６―１３．２―１３．２―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．４―４９．６―１：０２．３―１：１４．９―１：２８．１―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．６
１
３
１５，１４，１０，１１（１，５，７）９（８，１２）１３，６－（４，３）－２
１５（１４，１１）（１，７）（５，９）（１２，１３）４（８，１０）（６，３）２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツヨイキモチ �
�
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 ２００９．１１．２８ 京都２着

２００７．１．２９生 牝５鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ２６戦３勝 賞金 ４５，０１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリムゾンシップ号は，平成２４年６月１９日まで平地競走に出走できない。



１３０５５ ５月１９日 晴 重 （２４新潟１）第５日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

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

８１５ ガールズストーリー 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１８－ ４１：１１．８ ５．９�

４７ ノボジュピター 牡６栗 ５７
５４ ▲原田 和真�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６８± ０１：１２．０１� ３．２�

６１０ グランデワイルド 牡５栗 ５７ 柴山 雄一芹澤 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 ４６０＋ ２１：１２．７４ ６．５�

２２ � オメガキングコング 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人原 �子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B５０８－ ４１：１２．８クビ １２．７�
３５ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５１２－ ２ 〃 アタマ ４５．１�
５９ � ゴールドサムソン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５１０＋ ４ 〃 アタマ ２４．７�
８１４ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 大野 拓弥�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８－ ８１：１２．９� ４．２	
７１３ ショウナンアリビオ 牡４栗 ５７ 上村 洋行国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９８＋１４１：１３．２２ １９．４

７１２ ヒシサッチモ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ５０６＋ ４１：１３．７３ ７８．１�
３４ ス ナ ン 牝４鹿 ５５ 村田 一誠加藤 信之氏 土田 稔 浦河 安藤牧場 ４４６＋１０１：１３．９１� １４０．１�
４６ シゲルヒラシャイン 牝４鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４５２＋１０１：１４．７５ ３５．６
５８ ベストブルーム 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５２－ ２１：１５．２３ ２０．９�
６１１� ジュピタードリーム 牝４鹿 ５５ 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４７８＋１０１：１５．３	 ５０．４�
２３ スズカハイライト 牡５鹿 ５７ 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５６－ ４１：１５．７２	 ３３６．７�
１１ トウケイカガヤキ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４５０＋ ４１：１６．０２ １３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，８０８，３００円 複勝： １７，０２０，９００円 枠連： ７，９０２，６００円

馬連： １９，０６５，６００円 馬単： １４，４４９，５００円 ワイド： １１，０６５，１００円

３連複： ２８，６０８，９００円 ３連単： ４９，２７４，４００円 計： １５８，１９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ３９０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ６８０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １５，５１０円

票 数

単勝票数 計 １０８０８３ 的中 � １４５８９（３番人気）
複勝票数 計 １７０２０９ 的中 � ２３９５２（３番人気）� ３３４３９（１番人気）� １９３７９（４番人気）
枠連票数 計 ７９０２６ 的中 （４－８） １５２６０（１番人気）
馬連票数 計 １９０６５６ 的中 �� １０９４８（４番人気）
馬単票数 計 １４４４９５ 的中 �� ３５５５（１０番人気）
ワイド票数 計 １１０６５１ 的中 �� ６４８３（３番人気）�� ３８５４（６番人気）�� ６３７９（４番人気）
３連複票数 計 ２８６０８９ 的中 ��� ８１２１（５番人気）
３連単票数 計 ４９２７４４ 的中 ��� ２３４５（２３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．２―１２．２―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．７―４５．９―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガールズストーリー �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．２４ 小倉３着

２００８．２．６生 牝４黒鹿 母 ウインクドリーム 母母 ウインクルビー ２２戦２勝 賞金 ３２，８９０，０００円
〔発走状況〕 ショウナンアリビオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイカガヤキ号は，平成２４年６月１９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ゲンパチマイラヴ号・チリトテシャン号・ディープロミオ号・ハロータマ号
（非抽選馬） １頭 エスケープマジック号

１３０５６ ５月１９日 晴 良 （２４新潟１）第５日 第８競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

４８ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６８－ ２ ５６．３ ４．６�

６１２� クロンドローリエ 牝５青鹿 ５５
５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４２６＋ ２ ５６．５１ ６．０�
４７ プライドワン �４鹿 ５７ 鈴来 直人三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 ４７２± ０ 〃 ハナ ３０．２�
１１ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿５５ 国分 優作�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２０± ０ ５６．６	 ２６．０�
１２ シルクアイリス 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 B４６０－ ２ ５６．７	 ７．７�
８１６ バトルデーオ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３８＋ ２ ５６．８
 １８．８	
２４ ヨ ア ケ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４８４± ０ ５６．９
 ５．４

３６ ドリームクレド 牡４栗 ５７ 的場 勇人セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４８８＋１６ ５７．０	 ３９．３�
８１５� クラウンハッピー 牝４芦 ５５ 西田雄一郎矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 ４２８± ０ 〃 クビ ６．５�
３５ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４７０＋ ２ ５７．１	 ７．４
５９ � カナサンドー 牝４芦 ５５

５２ ▲原田 和真吉田 好雄氏 蛯名 利弘 浦河 林 孝輝 ３８０－ ６ 〃 クビ ６１．８�
５１０� ブルーアンブロシア 牡４芦 ５７ 松田 大作 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ６ ５７．２クビ １０８．６�
７１３ ショウナンサージュ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 B４５０－ ６ ５８．０５ ４３．８�
２３ � ソニックフリート 牝４鹿 ５５ 黛 弘人中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４００－ ５ ５８．２１� １２４．３�
７１４� レスタービート �４栗 ５７ 松山 弘平門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon

& Patrick Hayes ４５０－２８ ５９．０５ １７．３�
６１１� マ リ ー リ コ 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４０８－１２ ５９．５３ １３７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６５６，９００円 複勝： ２１，６８７，８００円 枠連： ９，５６９，１００円

馬連： ２７，３５４，５００円 馬単： １７，７１４，７００円 ワイド： １３，３１３，０００円

３連複： ４６，２５０，０００円 ３連単： ７６，１１２，９００円 計： ２２５，６５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ９６０円 枠 連（４－６） １，３５０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３，２７０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� ２５，４８０円 ３ 連 単 ��� １０５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １３６５６９ 的中 � ２３８７４（１番人気）
複勝票数 計 ２１６８７８ 的中 � ３６４７１（２番人気）� ２７４０４（４番人気）� ４５３５（１０番人気）
枠連票数 計 ９５６９１ 的中 （４－６） ５２５４（６番人気）
馬連票数 計 ２７３５４５ 的中 �� １５２７９（２番人気）
馬単票数 計 １７７１４７ 的中 �� ４９０５（３番人気）
ワイド票数 計 １３３１３０ 的中 �� ６７３３（２番人気）�� ９６０（３７番人気）�� ８３５（４０番人気）
３連複票数 計 ４６２５００ 的中 ��� １３４０（７７番人気）
３連単票数 計 ７６１１２９ 的中 ��� ５３０（３１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．０―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．７―３３．７―４４．５

上り４F４４．１－３F３３．６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パシオンルージュ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１０．３ 中山２着

２００８．３．１７生 牝４鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン １４戦２勝 賞金 ３０，９３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリーリコ号は，平成２４年６月１９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グリューネワルト号・マイネルメガロス号・メンブランツァ号
（非抽選馬） ２頭 アスターヒューモア号・タイセイクライマー号



１３０５７ ５月１９日 晴 稍重 （２４新潟１）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 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

７１３ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：５４．０ ２７．２�

５８ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５４－ ６１：５４．４２� ４．３�
４７ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５１２＋ ２１：５４．５� ３．０�
４６ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ４１：５４．７１� ５．２�
５９ コスモイフリート 牡５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 ４９８－ ４１：５５．５５ １７．４�
３５ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５２４± ０１：５５．６クビ ２５．１	
８１５	 マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８２± ０１：５５．７� １２．６

７１２ スエヒロジュピター 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０８＋ ６ 〃 アタマ ９４．７�
８１４ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２２± ０１：５６．５５ ２８．７�
６１０ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 柴山 雄一窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４± ０１：５６．９２� ８．０
１１ 	 コモノドラゴン 牡４栗 ５７ 村田 一誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４８６＋ ９１：５７．４３ ２５．５�
３４ 
 ミラノムーン 牡５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-
mermann ４６６－ ２１：５８．３５ １４８．９�

２２ 	 ウインマクレガー 牡４黒鹿５７ 松田 大作�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－１１１：５８．９３� １０８．３�

６１１ アイアンテール 牡４鹿 ５７ 中舘 英二鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ５０８＋ ４１：５９．４３ １９．０�
２３ 	 ネオライディーン 牡６鹿 ５７ 国分 優作小林 仁幸氏 田所 秀孝 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ８２：００．２５ １６９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８８５，１００円 複勝： ２５，２３１，０００円 枠連： １２，３４８，２００円

馬連： ３０，５２６，８００円 馬単： ２１，７７２，７００円 ワイド： １５，９８０，２００円

３連複： ４３，４４８，８００円 ３連単： ７７，２１２，６００円 計： ２４２，４０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ４４０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（５－７） ３，７７０円

馬 連 �� ６，８８０円 馬 単 �� １２，５３０円

ワ イ ド �� １，６８０円 �� ９２０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 ��� ６３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５８８５１ 的中 � ４６０９（１０番人気）
複勝票数 計 ２５２３１０ 的中 � １１４１１（８番人気）� ３２３６１（３番人気）� ５６６８０（１番人気）
枠連票数 計 １２３４８２ 的中 （５－７） ２４２０（１２番人気）
馬連票数 計 ３０５２６８ 的中 �� ３２７８（２８番人気）
馬単票数 計 ２１７７２７ 的中 �� １２８３（５３番人気）
ワイド票数 計 １５９８０２ 的中 �� ２１８８（２４番人気）�� ４１５６（９番人気）�� １０８３０（２番人気）
３連複票数 計 ４３４４８８ 的中 ��� ５３０４（１８番人気）
３連単票数 計 ７７２１２６ 的中 ��� ９０１（２０４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．０―１３．３―１２．６―１２．２―１３．０―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．７―５０．０―１：０２．６―１：１４．８―１：２７．８―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスハイヤー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．９．５ 小倉９着

２００６．４．１１生 牡６鹿 母 アグネスヒロイン 母母 ダイナサマンサ １８戦２勝 賞金 １９，８４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンテール号・ネオライディーン号は，平成２４年６月１９日まで平地競走に出走できない。

１３０５８ ５月１９日 晴 良 （２４新潟１）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

さ な え

早 苗 賞
発走１４時５０分 （芝・左・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

４４ イデアルモルソー �３栗 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４２：００．２ ５．４�

３３ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７２＋１０２：００．６２� ２５．０�
６７ マジックポスト 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 ４４８－ ２２：００．７� ２２．０�
１１ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８６＋ ４２：００．８クビ １６．７�
８１１ トーセンギャラリー 牡３鹿 ５６ 松田 大作島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ３．８�
２２ 	 レッドヴァージン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 	東京ホースレーシング 松田 国英 米 Brushwood

Stable ５１０＋ ２２：０１．０１
 ３．２

８１２ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２ 〃 クビ ２８．８�
５６ コスモユウチャン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４６２＋ ２２：０１．５３ ３６．４�
７９ ノ ー ブ リ ー 牡３鹿 ５６ 松山 弘平ニットー商事	 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４６８＋ ６２：０１．６クビ １１．２
７１０� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７０－ ６ 〃 クビ ７８．３�
６８ ウインサーガ �３黒鹿５６ 中舘 英二	ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １４．０�
５５ ホッコーゼニト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４５０－１０２：０１．８１ ８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８２８，８００円 複勝： ２４，０２３，１００円 枠連： １０，６０３，２００円

馬連： ３７，１９２，７００円 馬単： ２６，７７１，２００円 ワイド： １７，２９４，８００円

３連複： ４７，２１６，４００円 ３連単： ９５，０７１，７００円 計： ２７５，００１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２８０円 � ６５０円 � ６００円 枠 連（３－４） ７，８５０円

馬 連 �� ６，７１０円 馬 単 �� １０，０３０円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� １，５９０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� ２７，５７０円 ３ 連 単 ��� １３１，８９０円

票 数

単勝票数 計 １６８２８８ 的中 � ２４９９２（３番人気）
複勝票数 計 ２４０２３１ 的中 � ２６３１６（３番人気）� ９０１７（１０番人気）� ９９８０（９番人気）
枠連票数 計 １０６０３２ 的中 （３－４） ９９８（２５番人気）
馬連票数 計 ３７１９２７ 的中 �� ４０９２（２６番人気）
馬単票数 計 ２６７７１２ 的中 �� １９７１（４４番人気）
ワイド票数 計 １７２９４８ 的中 �� １５７８（３３番人気）�� ２７２３（２０番人気）�� １０７０（４６番人気）
３連複票数 計 ４７２１６４ 的中 ��� １２６４（９６番人気）
３連単票数 計 ９５０７１７ 的中 ��� ５３２（４３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．７―１２．７―１２．４―１２．１―１１．２―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３６．４―４９．１―１：０１．８―１：１４．２―１：２６．３―１：３７．５―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．９
３ １，７（４，８）（３，９）（１１，６）１０（２，１２）５ ４ １，７（４，８）（３，９）（１０，１１）（２，６）（１２，５）

勝馬の
紹 介

イデアルモルソー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．４．１４ 中山１着

２００９．４．９生 �３栗 母 マッチザピース 母母 マッチポイント ２戦２勝 賞金 １３，８４３，０００円



１３０５９ ５月１９日 晴 良 （２４新潟１）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�

だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走１５時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．５．２１以降２４．５．１３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

４８ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５６ 松山 弘平里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：０８．７ ６．８�

３５ � ウイニングドラゴン 牡６黒鹿５３ 村田 一誠奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４２＋ ４１：０８．８� １４．４�
３６ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５５ 吉田 隼人�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５３０－ ２ 〃 ハナ １９．８�
５９ ブルームーンピサ 牝５芦 ５４ 木幡 初広市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７８＋ ６１：０９．０１	 ８．４�
１１ � フレデフォート 牡５鹿 ５５ 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４５０＋ ２ 〃 クビ ４．９�
７１４ クロワラモー 牝５黒鹿５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４６０－ ２１：０９．２１	 １９．４	
２３ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５４ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７８－ ４ 〃 アタマ ３２．５

１２ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５２ 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４６６± ０ 〃 ハナ １０．５�
５１０ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５３ 古川 吉洋池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ２．９�
６１１ エーティーランボー 牡４鹿 ５４ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７２＋ ２１：０９．３� １３．６
８１６� エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５４ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９４－ ４１：０９．４クビ ８２．１�
２４ � ハートランドノリカ 牝７黒鹿５０ 藤懸 貴志豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４７６＋１２ 〃 ハナ ５６．４�
６１２ リッカコウユウ 牝６鹿 ５０ 伊藤 工真立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５６± ０ 〃 クビ １１２．４�
４７ � クリノスレンダー 牝６鹿 ５０ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ２１：０９．５
 ７９．１�
８１５ メイショウデューイ 牡６鹿 ５４ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：０９．８２ ４５．９�

（１５頭）
７１３ サンライズイーグル 牡４黒鹿５５ 上村 洋行松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，７３１，２００円 複勝： ３４，２０３，６００円 枠連： ２８，１０６，２００円

馬連： ９４，２１５，９００円 馬単： ５４，５５３，４００円 ワイド： ３２，５６１，６００円

３連複： １２２，８６６，６００円 ３連単： ２３１，１６５，８００円 計： ６２１，４０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２４０円 � ４００円 � ５４０円 枠 連（３－４） １，９４０円

馬 連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ６，１４０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，７１０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ２１，５５０円 ３ 連 単 ��� ９５，５８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３７３１２（返還計 ８３） 的中 � ２７６３６（３番人気）
複勝票数 差引計 ３４２０３６（返還計 ７８） 的中 � ４３３６６（３番人気）� ２１７３９（７番人気）� １５０８６（９番人気）
枠連票数 差引計 ２８１０６２（返還計 ７ ） 的中 （３－４） １０６９３（８番人気）
馬連票数 差引計 ９４２１５９（返還計 ７０１） 的中 �� ２７１３３（９番人気）
馬単票数 差引計 ５４５５３４（返還計 ６１９） 的中 �� ６５５８（２１番人気）
ワイド票数 差引計 ３２５６１６（返還計 ３２７） 的中 �� ５６３３（１４番人気）�� ４７０３（２１番人気）�� ３４６７（３２番人気）
３連複票数 差引計１２２８６６６（返還計 ２６４９） 的中 ��� ４２０８（７４番人気）
３連単票数 差引計２３１１６５８（返還計 ５００３） 的中 ��� １７８５（３０２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．２―１１．１―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．８―４４．９―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノゴーゴー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．７ 新潟２着

２００８．２．２７生 牡４黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ １１戦３勝 賞金 ３７，３９０，０００円
〔出走取消〕 サンライズイーグル号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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 タニマサホーク号
（非抽選馬） １頭 リネンパズル号

１３０６０ ５月１９日 晴 良 （２４新潟１）第５日 第１２競走 ��
��２，０００�

あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

４８ タガノイノセンス 牝５青 ５５ 上村 洋行八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９８－１０１：５９．６ １０．４�

６１１ マイネルヴァルム 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋１０ 〃 ハナ １５．７�

６１２ コスモマスタング 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ４１：５９．７クビ ６．０�
７１４ ジャストルーラー 牡６鹿 ５７ 黛 弘人吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５９．９１� ２５．５�
２３ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６０－ ２２：００．０� ５．０�
２４ メイショウタフ 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５４０＋１４ 〃 アタマ ５８．１	
３６ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 田中 博康島川 
哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９４－ ４２：００．１クビ ３７．７�
８１５ テーオーゼウス 牡４黒鹿５７ 松山 弘平小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B４８６＋ ２ 〃 ハナ ３．７�
１２ アメイジングアスク 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４３２± ０２：００．４１� ７．１
８１６ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一島川 
哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム B４８０－ ６２：００．６１	 １３．７�
７１３ エクスビート 牡４鹿 ５７ 村田 一誠前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５２＋ ４２：００．７クビ ４７．５�
５９ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４－１２ 〃 クビ ５６．１�
５１０ フーガフューグ 牝５黒鹿５５ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ４２：０１．５５ １７７．７�
１１ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３４－ ４２：０１．８１� ２７．８�
４７ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２０－ ４２：０１．９クビ １１．６�
３５ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４７２－ ８２：０２．０� ２１４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１７１，８００円 複勝： ２９，８３３，０００円 枠連： １９，４７０，９００円

馬連： ５３，１５３，８００円 馬単： ３１，８０９，９００円 ワイド： ２４，１５６，１００円

３連複： ７４，６１４，１００円 ３連単： １３３，５０８，５００円 計： ３８４，７１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３４０円 � ４７０円 � ２５０円 枠 連（４－６） １，０３０円

馬 連 �� ６，９３０円 馬 単 �� １１，９６０円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� １，１００円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １３，４００円 ３ 連 単 ��� ９４，０２０円

票 数

単勝票数 計 １８１７１８ 的中 � １３８１３（５番人気）
複勝票数 計 ２９８３３０ 的中 � ２２８４３（５番人気）� １５３６６（８番人気）� ３５５１３（４番人気）
枠連票数 計 １９４７０９ 的中 （４－６） １４０７９（４番人気）
馬連票数 計 ５３１５３８ 的中 �� ５６６４（２８番人気）
馬単票数 計 ３１８０９９ 的中 �� １９６４（５０番人気）
ワイド票数 計 ２４１５６１ 的中 �� ２９５４（２５番人気）�� ５５１７（１１番人気）�� ４６８８（１５番人気）
３連複票数 計 ７４６１４１ 的中 ��� ４１１０（４４番人気）
３連単票数 計１３３５０８５ 的中 ��� １０４８（３１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．２―１２．２―１２．５―１１．７―１１．５―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．６―５９．８―１：１２．３―１：２４．０―１：３５．５―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノイノセンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．３．７ 阪神３着

２００７．４．１７生 牝５青 母 ウッドフェアリー 母母 La Polonaise １９戦３勝 賞金 ３３，３５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔発走状況〕 コスモマスタング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コスモマスタング号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進

路影響）
〔調教再審査〕 コスモマスタング号は，発走調教再審査。



（２４新潟１）第５日 ５月１９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

１５５，５１０，０００円
７，０００，０００円
１，７２０，０００円
１３，９７０，０００円
５９，９６０，５００円
４，７０６，０００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
１６４，９８８，２００円
２７４，４８６，６００円
１３２，７５９，５００円
３８１，０２６，８００円
２５７，６１３，２００円
１８０，１６８，６００円
５３９，０７３，０００円
９６０，６３０，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２，８９０，７４６，３００円

総入場人員 ８，７６７名 （有料入場人員 ７，５６６名）


