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１３０６１ ５月２０日 晴 稍重 （２４新潟１）第６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）

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 グレートチャールズ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４＋ ２１：５４．９ １．６�

４６ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４９２＋ ４１：５５．６４ ２８．８�

１１ � アシュヴィン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd ４５８＋１０１：５６．０２� １３．１�

５８ ドリームプログラム 牡３栗 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４７４＋ ２１：５６．１� ５．８�
８１４ バ ト ゥ ー ラ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 清水 英克 浦河 有限会社

松田牧場 ５０８＋ ６１：５６．４１� ５５．８�
６１０ 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 B４６０＋ ８ 〃 ハナ ２５．７�
７１３ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４９４＋１２１：５６．６１� ５．９	
３５ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６４＋ ２１：５７．４５ １５０．５

５９ ケイアイプリンス 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ５０６± ０ 〃 クビ １８２．１�
８１５ メイショウスリラー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 鮫川フアーム ４５４－ ２１：５８．４６ ９５．７�
３４ レッドローラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：５９．２５ １０６．６
２２ ロングバース 牡３栗 ５６ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４６６＋ ２１：５９．４１� １１．５�
４７ エ タ ニ テ ィ 牝３鹿 ５４ 池崎 祐介�ミルファーム 田島 俊明 日高 小西ファーム ４９４＋ ８１：５９．５� ３７３．３�
２３ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４０６＋ ４１：５９．９２� １８５．４�
７１２ セイクリッドハート 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真名古屋競馬� 田中 章博 千歳 社台ファーム B４７６－ ８２：０１．７大差 ２８５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２３２，０００円 複勝： ３１，６２４，８００円 枠連： ６，５６４，８００円

馬連： ２１，８７３，５００円 馬単： ２０，３１１，９００円 ワイド： １２，３９７，４００円

３連複： ３５，６８５，５００円 ３連単： ６６，５３５，４００円 計： ２０５，２２５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � ３４０円 枠 連（４－６） １，７５０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ４１０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� １６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １０２３２０ 的中 � ５０４７１（１番人気）
複勝票数 計 ３１６２４８ 的中 � ２０４７０４（１番人気）� ８４１１（６番人気）� １０８５１（５番人気）
枠連票数 計 ６５６４８ 的中 （４－６） ２７７３（６番人気）
馬連票数 計 ２１８７３５ 的中 �� ８６７６（６番人気）
馬単票数 計 ２０３１１９ 的中 �� ６０２７（８番人気）
ワイド票数 計 １２３９７４ 的中 �� ４５７０（６番人気）�� ８２９２（４番人気）�� １０５８（２４番人気）
３連複票数 計 ３５６８５５ 的中 ��� ５２９１（１５番人気）
３連単票数 計 ６６５３５４ 的中 ��� ２９６０（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．２―５１．０―１：０４．１―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートチャールズ �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．９．３ 札幌４着

２００９．３．２８生 牡３栗 母 メジロカール 母母 メジロマスキット １１戦１勝 賞金 １８，５００，０００円
〔発走状況〕 グレートチャールズ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻２分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グレートチャールズ号は，平成２４年５月２１日から平成２４年６月１０日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイクリッドハート号は，平成２４年６月２０日まで平地競走に出走できない。
※メイショウスリラー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１３０６２ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４８ 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 ４４８－ ２１：４８．１ ４．０�

２４ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 柴山 雄一土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ４１：４８．３１� ９．１�
８１５ トウカイアピール 牝３黒鹿５４ 木幡 初広内村 正則氏 成島 英春 日高 碧雲牧場 ４３２－１２１：４８．５１� １５５．０�
６１１ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 古川 吉洋飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４３０± ０１：４８．７１� １３．１�
１１ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４７０＋ ２１：４８．８� ４．７�
５９ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４８４＋ ６１：４８．９クビ ５８．８�
７１３ ジ ェ ネ カ ー 牝３鹿 ５４ 松田 大作大社 聡氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ １８．５�
３５ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４１８－１０１：４９．０� ９．４	
７１４ 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± ０１：４９．１� ８３．８�
８１６ シンコームーン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４± ０１：４９．３１� ８．５�
３６ キャニオンランズ 牝３青 ５４ 松山 弘平
下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３６＋１２１：４９．５１� １３．０
１２ ケープホーン 牝３青鹿５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：４９．８１� １４．７�
６１２ キョウエイラフィネ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 ４４４－ ２１：５０．２２� ９．７�
５１０ スイートフリージア 牝３栗 ５４ 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４２２ ―１：５０．４１� ９２．９�
２３ フミノアザレア 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４５８ ―１：５１．４６ ３３．３�
４７ ル ク ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 ４３６＋ ６１：５２．９９ ２０６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６３４，８００円 複勝： １５，５４３，６００円 枠連： ７，５８５，５００円

馬連： ２０，６７１，８００円 馬単： １４，４４９，２００円 ワイド： １０，８４２，９００円

３連複： ３０，６１１，５００円 ３連単： ４６，１７５，６００円 計： １５５，５１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ２，８７０円 枠 連（２－４） １，１７０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� １０，７４０円 �� ２０，６３０円

３ 連 複 ��� １２０，１７０円 ３ 連 単 ��� ５４９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ９６３４８ 的中 � １９３２３（１番人気）
複勝票数 計 １５５４３６ 的中 � ２９０８９（１番人気）� １５４６４（３番人気）� １０６２（１５番人気）
枠連票数 計 ７５８５５ 的中 （２－４） ４７８７（５番人気）
馬連票数 計 ２０６７１８ 的中 �� ９３３０（３番人気）
馬単票数 計 １４４４９２ 的中 �� ３６７２（４番人気）
ワイド票数 計 １０８４２９ 的中 �� ４４９８（３番人気）�� ２３９（７５番人気）�� １２４（９６番人気）
３連複票数 計 ３０６１１５ 的中 ��� １８８（２４３番人気）
３連単票数 計 ４６１７５６ 的中 ��� ６２（１２５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１２．８―１２．９―１２．８―１１．２―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．４―４８．２―１：０１．１―１：１３．９―１：２５．１―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．２
３ ７（６，１６）５（１１，１３）１（１０，１４）８，４，９（２，１２）－１５－３ ４ ・（７，６）（５，１６）（１，１１，１３）（１０，１４，８）（２，４）（９，１２）－１５－３

勝馬の
紹 介

ハワイアンウインド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１２．１．２１ 京都６着

２００９．４．５生 牝３鹿 母 ライクザウインド 母母 ウインドインハーヘア ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルクール号は，平成２４年７月２０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。
（非抽選馬） ２頭 クラウンミネルヴァ号・マホウノランプ号

第１回 新潟競馬 第６日



１３０６３ ５月２０日 晴 稍重 （２４新潟１）第６日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

８１５ メイショウビリーヴ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６２＋ ４１：１４．０ ６．９�

６１０ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４６２－ ２１：１４．１� ４．１�
７１３ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 松田 大作トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２２± ０１：１４．８４ １７．０�
１１ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 上村 洋行山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６＋１６１：１５．３３ ３５．６�
３５ ジェットタイガー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４２６－ ６ 〃 クビ １５．４�
２２ ワンダープレンダ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 B４６２－ ４１：１５．６１� ７．０�
７１２ フォーティスタン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹	中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４８２＋ ２１：１５．７� ６３．９

４６ アリエスプランサー 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗 	キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：１５．９１� ２．５�
６１１ カフェルネッサンス 牡３黒鹿５６ 中舘 英二西川 光一氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０６－２２１：１６．２１� １３．５�
３４ ニホンピロベリーノ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 ミルファーム ４００－１０１：１６．４１� ２０８．９
５８ ウーハンネオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４８０＋ ２１：１６．７２ １８４．２�

５９ ピットシール 牝３鹿 ５４
５１ ▲原田 和真	大島牧場 木村 哲也 浦河 大島牧場 ４２０－ ４ 〃 アタマ ２２２．６�

４７ ムーンリットスカイ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１８＋ ４１：１７．１２� ２２３．８�
２３ レヴァンタール �３鹿 ５６ 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 ４３０－ ４１：１７．３１� ４３．２�
８１４ ディオニソス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広日下部勝�氏 土田 稔 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：１７．５１� ２５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２８１，１００円 複勝： １４，５６１，４００円 枠連： ７，４０４，２００円

馬連： １８，３２０，４００円 馬単： １５，１７８，０００円 ワイド： ９，６２１，６００円

３連複： ２６，９９１，３００円 ３連単： ４４，３３９，９００円 計： １４６，６９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ３００円 枠 連（６－８） ８９０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ８３０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� １９，０４０円

票 数

単勝票数 計 １０２８１１ 的中 � １１８４４（３番人気）
複勝票数 計 １４５６１４ 的中 � １７１５３（４番人気）� ２４３３７（２番人気）� １１５２２（５番人気）
枠連票数 計 ７４０４２ 的中 （６－８） ６１５２（５番人気）
馬連票数 計 １８３２０４ 的中 �� １０４７１（５番人気）
馬単票数 計 １５１７８０ 的中 �� ３７７３（１０番人気）
ワイド票数 計 ９６２１６ 的中 �� ４６３０（４番人気）�� ２８１１（９番人気）�� ３０３２（８番人気）
３連複票数 計 ２６９９１３ 的中 ��� ５５３２（９番人気）
３連単票数 計 ４４３３９９ 的中 ��� １７１９（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．０―１３．１―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．３―４８．４―１：０１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウビリーヴ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．８．１４ 札幌１２着

２００９．２．８生 牡３黒鹿 母 レディテルライド 母母 Highland Crystal ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エゾムサシ号の騎手柴山雄一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（７番・６番・３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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スズカバビロン号・セントシルバーツウ号・トーセンボス号・ヒラボクダッシュ号
（非抽選馬） ２頭 パーデュラブル号・マルヨフレンドリー号

１３０６４ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３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

２：００．２
１：５６．１

良

良

８１５ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B４４６－ ４２：０１．７ ７．１�

５９ ブライトボーイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６６± ０２：０１．９１ １３．６�
２３ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４８＋ ６２：０２．２１� ３５．３�
１１ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ３．４�
３５ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ５．５�
２４ ス キ ピ オ 牡３栗 ５６ 中舘 英二小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５８＋ ８２：０２．７３ １３．２	
６１２ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５００－ ４ 〃 クビ ３．９

６１１ シルクハーデスト 牡３鹿 ５６ 上村 洋行有限会社シルク松山 康久 日高 シンコーファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ １２．０�
５１０ ホッコーキンツル 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４３４± ０２：０３．０１� ５３．１�
４７ ハクサンフォレスト 牡３栗 ５６ 的場 勇人河� 五市氏 木村 哲也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０６－ ２２：０３．３２ ２４．６
３６ マ サ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４７４－ ２２：０３．４クビ ５９．６�
４８ � コスモヴィネガー 牡３栗 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 Curraghmore

Stud Ltd ４９４－ ４２：０３．９３ ３４．２�
７１４ ジャンプアウト 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ １６０．４�
７１３ サンシャインマイ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広山田 建夫氏 金成 貴史 安平 吉田 光政 ４５０－１０２：０４．７５ １８８．９�
８１６ ヴィアフェラータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一下河邉 博氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４７０－１０２：０４．９１� ２３１．５�

１２ スーパードリーム 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲山崎 亮誠水谷 精吾氏 栗田 徹 新ひだか 田原橋本牧場 ４２０＋ ２２：０７．９大差 ３０７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，８０６，８００円 複勝： １７，２２８，２００円 枠連： ８，７０２，１００円

馬連： ２２，６３４，５００円 馬単： １５，９９８，８００円 ワイド： １２，２９９，４００円

３連複： ３２，４０９，７００円 ３連単： ５１，８５０，８００円 計： １７１，９３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２８０円 � ３４０円 � ８５０円 枠 連（５－８） ４，２６０円

馬 連 �� ５，１２０円 馬 単 �� ９，４５０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ４，１１０円 �� ６，３６０円

３ 連 複 ��� ６１，１８０円 ３ 連 単 ��� ２５０，１１０円

票 数

単勝票数 計 １０８０６８ 的中 � １２０１６（４番人気）
複勝票数 計 １７２２８２ 的中 � １８２７３（４番人気）� １３９２９（５番人気）� ４６７４（１０番人気）
枠連票数 計 ８７０２１ 的中 （５－８） １５０８（１８番人気）
馬連票数 計 ２２６３４５ 的中 �� ３２６７（１８番人気）
馬単票数 計 １５９９８８ 的中 �� １２５０（３２番人気）
ワイド票数 計 １２２９９４ 的中 �� ２２３９（１５番人気）�� ７２９（４０番人気）�� ４６８（５７番人気）
３連複票数 計 ３２４０９７ 的中 ��� ３９１（１４３番人気）
３連単票数 計 ５１８５０８ 的中 ��� １５３（６６２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．２―１２．５―１２．８―１２．７―１２．５―１１．９―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３５．４―４７．９―１：００．７―１：１３．４―１：２５．９―１：３７．８―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイクオーレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．１２．１７ 中山３着

２００９．４．２６生 牡３鹿 母 ボブズディレンマ 母母 Hay Patcher ５戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパードリーム号は，平成２４年６月２０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 クライムバゴ号



１３０６５ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第５競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２３ メイショウコロンボ 牡３青 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４６４－１２１：３４．６ １１．６�

１２ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ４ 〃 クビ １０．３�
６１２ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗 ５４

５１ ▲横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４４＋ ２１：３４．７クビ ３．８�
８１６ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４ 田中 博康島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４２－ ４ 〃 アタマ ２２．０�
２４ クランドールゲラン 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 ４９４＋１４１：３４．８� ７．７	
７１４ アスクマイカクテル 牝３栗 ５４ 上村 洋行 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B４２６＋１０１：３５．３３ ３８．０

１１ ディーエスメジャー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 ５２２＋１０ 〃 クビ １５７．４�
４７ モジュラーフォーム 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 むかわ 上水牧場 ５０６－ ６１：３５．６１� ４．１�
５１０ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 大下 智 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２＋ ８ 〃 アタマ １８．８
８１５ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７６± ０１：３５．８１� ６．１�
６１１ ニシノウマノスケ 牡３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 ４４０－ ６１：３６．０１� １４７．０�
３６ プレジデントハート 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４５２＋ ６１：３６．３１� １０．６�
４８ ニチドウマリリン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 ４４６－２０１：３６．６１� ７９．３�
５９ メイショウバクフウ 牡３栗 ５６ 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４８０－ ４１：３６．７� ６５．９�
７１３ ハートアンドソウル 牡３鹿 ５６ 岩部 純二藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８８ ―１：３７．４４ １９９．５�
３５ アイファーディオサ 牝３黒鹿５４ 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ４２８ ―１：３９．２大差 １２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０５７，７００円 複勝： １７，６８７，２００円 枠連： ８，４６９，２００円

馬連： ２３，６２３，８００円 馬単： １６，６８１，７００円 ワイド： １２，９１２，６００円

３連複： ３４，１５３，２００円 ３連単： ５２，４２５，９００円 計： １７９，０１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３６０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（１－２） ２，３００円

馬 連 �� ５，４００円 馬 単 �� １２，８００円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� ９３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� ７９，７８０円

票 数

単勝票数 計 １３０５７７ 的中 � ８９１８（７番人気）
複勝票数 計 １７６８７２ 的中 � １１２０９（７番人気）� １２０７９（６番人気）� ３７７４２（１番人気）
枠連票数 計 ８４６９２ 的中 （１－２） ２７２８（１１番人気）
馬連票数 計 ２３６２３８ 的中 �� ３２２９（２６番人気）
馬単票数 計 １６６８１７ 的中 �� ９６２（５５番人気）
ワイド票数 計 １２９１２６ 的中 �� １４６８（３２番人気）�� ３４８８（７番人気）�� ３０２５（１３番人気）
３連複票数 計 ３４１５３２ 的中 ��� ２９２２（３２番人気）
３連単票数 計 ５２４２５９ 的中 ��� ４８５（２９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１１．２―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１２．１．１４ 小倉２着

２００９．３．１９生 牡３青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーディオサ号は，平成２４年６月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 バトルキトリ号

１３０６６ ５月２０日 晴 稍重 （２４新潟１）第６日 第６競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０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

２３ 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 ４５０＋ ４１：５３．６ ３．７�

７１２ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７
５４ ▲長岡 禎仁土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ６１：５４．６６ ２３．０�

３５ スズカルーセント 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ６１：５５．０２� ５．７�
４７ 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 ４７４＋ ２１：５５．５３ ２８９．１�
６１１ アポロストーム 牡６栗 ５７

５４ ▲高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０６＋ ８１：５５．６� １４．１�
３４ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５

５２ ▲山崎 亮誠小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９２－ ８１：５５．７� １５．２�
７１３ カネトシリープイン 牡４芦 ５７ 黛 弘人兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８－ ２１：５５．８クビ １１．０�
４６ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生セゾンレースホース	 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４０＋ ８１：５６．０１� １０．５

８１５� タガノシンシア 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４４６± ０１：５６．２１� ６．４�
８１４� ネオファッショ 牡４鹿 ５７ 田中 健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８０＋ ２１：５６．３� ７４．２�
５９ タマノリテラシー 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４９６＋１２１：５６．４クビ ３１．２

２２ ブルーライジング 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗 	ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４７０＋１６１：５６．５� ８．８�
１１ � モータウンサウンド 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：５７．１３� １３．４�
５８ タマモルーキー 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ５０６＋ ８ 〃 ハナ ２７．９�
６１０ マイネマグノリア 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム B４８６－ １１：５７．５２� ５９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１８７，０００円 複勝： １５，８００，３００円 枠連： ９，３８６，２００円

馬連： ２１，８７１，７００円 馬単： １６，１１４，４００円 ワイド： １１，６５７，９００円

３連複： ３６，９００，０００円 ３連単： ５８，３８４，８００円 計： １８１，３０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ５７０円 � ２４０円 枠 連（２－７） ７８０円

馬 連 �� ３，９３０円 馬 単 �� ７，４７０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� ７５０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ６７，２２０円

票 数

単勝票数 計 １１１８７０ 的中 � ２４４５８（１番人気）
複勝票数 計 １５８００３ 的中 � ３８３６１（１番人気）� ５４５２（１１番人気）� １６５０９（３番人気）
枠連票数 計 ９３８６２ 的中 （２－７） ８９１６（２番人気）
馬連票数 計 ２１８７１７ 的中 �� ４１１６（１３番人気）
馬単票数 計 １６１１４４ 的中 �� １５９３（２７番人気）
ワイド票数 計 １１６５７９ 的中 �� １７６８（２２番人気）�� ４０１４（５番人気）�� ９７９（４１番人気）
３連複票数 計 ３６９０００ 的中 ��� ２７９３（２８番人気）
３連単票数 計 ５８３８４８ 的中 ��� ６４１（２１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．７―４９．２―１：０２．４―１：１５．３―１：２８．４―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルテ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１１．１３ 東京３着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 サンデーズシス 母母 Wishing Well １６戦２勝 賞金 ２３，７００，０００円
※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 ノボクン号



１３０６７ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１６ クリスティロマンス 牝５黒鹿５５ 中舘 英二 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：４７．２ ４．３�

８１５ ピクシープリンセス 牝４鹿 ５５ 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４０－ ４１：４７．４１� １８．７�

５９ ディープスノー 牝４鹿 ５５ 的場 勇人日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４６６＋ ６１：４７．６１� ５８．１�
６１１� 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 ４７２＋ ４１：４７．９１� ３．７�
６１２ アンリミテッドピサ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２ 〃 クビ ３．５�
３５ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４６４－１２１：４８．０クビ ２２．９�
５１０ 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 ４８０＋ ８１：４８．１� ９．５	
４８ インダクティ 牝４黒鹿５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３９８＋ ８１：４８．２� ２３．４

７１４ ヴィーヴァブーケ 牝６青鹿５５ 伊藤 工真芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４１８－ ４１：４８．４１� ２７．４�
２４ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �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 ４７８＋ ６１：４８．５� １０．１
２３ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６＋ ２ 〃 クビ １８０．４�
７１３ スパーブクィーン 牝４栗 ５５ 柴山 雄一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋ ６１：４８．８１� ２５８．３�
３６ � ハッピートゥデイ 牝４青鹿５５ 古川 吉洋馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４０＋２４ 〃 アタマ ５８．０�
１２ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム B４６４± ０ 〃 クビ ３６．１�
４７ � マグピーソング 牝４芦 ５５

５２ ▲原田 和真藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 村上 雅規 ４１４－１２１：４９．５４ １３３．９�
１１ アイドルバイオ 牝４青 ５５ 田中 博康バイオ� 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ４ 〃 ハナ ６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５１９，３００円 複勝： ２０，５７１，３００円 枠連： １０，４０４，９００円

馬連： ２５，８６９，１００円 馬単： １８，７７５，９００円 ワイド： １３，０３４，３００円

３連複： ３６，４１７，０００円 ３連単： ６１，９０１，１００円 計： １９９，４９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � ５９０円 � １，１５０円 枠 連（８－８） ４，３３０円

馬 連 �� ４，５１０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� ３，１７０円 �� ６，１２０円

３ 連 複 ��� ４６，９１０円 ３ 連 単 ��� １４７，８５０円

票 数

単勝票数 計 １２５１９３ 的中 � ２３１８２（３番人気）
複勝票数 計 ２０５７１３ 的中 � ３４０９９（３番人気）� ８２９３（７番人気）� ３９６７（１１番人気）
枠連票数 計 １０４０４９ 的中 （８－８） １７７５（１４番人気）
馬連票数 計 ２５８６９１ 的中 �� ４２３５（１６番人気）
馬単票数 計 １８７７５９ 的中 �� １９４１（２４番人気）
ワイド票数 計 １３０３４３ 的中 �� ２０３８（１５番人気）�� １００８（３６番人気）�� ５１６（５２番人気）
３連複票数 計 ３６４１７０ 的中 ��� ５７３（１２１番人気）
３連単票数 計 ６１９０１１ 的中 ��� ３０９（４１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．８―１２．８―１２．７―１２．０―１１．１―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．７―１：０１．４―１：１３．４―１：２４．５―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．８
３ ・（６，１６）（５，８，９）（２，１２）（３，１５）（４，７）（１０，１１）（１，１４）１３ ４ ・（６，１６）（５，９）８（２，１２）（４，３，１５）（７，１１）（１，１０，１４）１３

勝馬の
紹 介

クリスティロマンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．２８ 阪神６着

２００７．３．２生 牝５黒鹿 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー １６戦３勝 賞金 ４５，６３０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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 オークヒルパーク号

１３０６８ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

６１０ 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± ０１：１２．１ １３．０�

８１４ 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± ０１：１２．２� ９．７�

５９ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８４＋ ４１：１２．３� ７．３�
７１３ アユミチャン 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４６０± ０１：１２．５１� ３６．８�
７１２ ダッシャーワン 牡４栗 ５７ 大野 拓弥�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１０＋１４１：１２．６� １８．４	
５８ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ 松山 弘平野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：１２．７� ３．２

１１ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 木幡 初広�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ２９．７�
８１５� ネオウーリボー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－１０１：１３．１２� １２．５�
３４ アップターン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８４－ ８１：１３．４１� ５．４
６１１ デステニーアロー 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２± ０１：１３．６１ １４０．２�
４６ ジ ル コ ニ ア 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４９６＋３０１：１３．８１� ４８．９�
２３ グランスカイ 牝５鹿 ５５ 松田 大作林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ６１：１３．９� ２７．１�
３５ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４３８＋ ４１：１４．０クビ ６８．６�
２２ メジロミョウホウ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０＋ ４１：１４．３２ ６１．２�
４７ ゲーリックストーム 牡４鹿 ５７ 村田 一誠 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：１５．０４ ６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９１０，８００円 複勝： ２２，５９３，５００円 枠連： ８，８３６，５００円

馬連： ２６，５２８，３００円 馬単： １９，１２６，５００円 ワイド： １４，０３２，２００円

３連複： ３９，６３７，３００円 ３連単： ６６，２２０，４００円 計： ２０９，８８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３１０円 � ２８０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ３，０５０円

馬 連 �� ６，４４０円 馬 単 �� １５，２２０円

ワ イ ド �� １，８７０円 �� １，４６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １０，３５０円 ３ 連 単 ��� ８２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２９１０８ 的中 � ７８６６（７番人気）
複勝票数 計 ２２５９３５ 的中 � １８１２５（６番人気）� ２０７１９（４番人気）� ３１２９４（３番人気）
枠連票数 計 ８８３６５ 的中 （６－８） ２１４２（１３番人気）
馬連票数 計 ２６５２８３ 的中 �� ３０４３（２６番人気）
馬単票数 計 １９１２６５ 的中 �� ９２８（６１番人気）
ワイド票数 計 １４０３２２ 的中 �� １８２４（２２番人気）�� ２３６２（１７番人気）�� ３４０２（１１番人気）
３連複票数 計 ３９６３７３ 的中 ��� ２８２８（３５番人気）
３連単票数 計 ６６２２０４ 的中 ��� ５９５（２７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．７―１２．６―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．６―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネエレーナ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１３着

２００８．４．１８生 牝４鹿 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス １６戦２勝 賞金 １７，７００，０００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 キャロルロゼ号
（非抽選馬） １頭 ホウウン号



１３０６９ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第９競走 ２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （芝・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

２：１１．６
２：１０．０

良

良

４５ オークヒルパーク 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６２：１４．０ ２７．５�

５８ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７ 黛 弘人山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２０－ ６ 〃 ハナ １６．９�
８１４ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 勝浦 正樹�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４４０＋１６２：１４．１� ７．４�
５７ マイネルシュライ 牡４青 ５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０４＋ ８２：１４．２クビ ３．８�

７１２ 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 ４３４－ ４２：１４．３� ２４．９�
６９ ローレルジャブラニ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５０２－１０ 〃 クビ ４．５�
６１０ ロードランパート 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４６８－ ２２：１４．５１ ４．２	
３３ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B５００＋ ４ 〃 クビ ９．０

８１３ トップストライド 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４９０＋ ６２：１４．６� ２４．２�
４６ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ 松田 大作吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム B４５２－ ６２：１４．７� １１８．６
１１ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ １８．７�
３４ カシマパフューム 牝６栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３６＋ ８２：１４．８クビ ８０．９�
２２ ナンヨーストロング �５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６２：１４．９� ３２．６�
７１１ セータミスタ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ２２：１５．５３� １２３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８９３，６００円 複勝： ２２，９１１，８００円 枠連： １２，０８２，６００円

馬連： ３２，６６０，８００円 馬単： ２２，６７１，４００円 ワイド： １５，８５４，９００円

３連複： ４６，０４５，８００円 ３連単： ８３，００７，０００円 計： ２５０，１２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７５０円 複 勝 � ７００円 � ５３０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ３，０６０円

馬 連 �� １５，４４０円 馬 単 �� ３６，６２０円

ワ イ ド �� ３，９４０円 �� ２，５２０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ３８，４５０円 ３ 連 単 ��� ３５６，１６０円

票 数

単勝票数 計 １４８９３６ 的中 � ４２６９（１０番人気）
複勝票数 計 ２２９１１８ 的中 � ８０８２（１１番人気）� １１１４１（７番人気）� ２１９６０（４番人気）
枠連票数 計 １２０８２６ 的中 （４－５） ２９２１（１３番人気）
馬連票数 計 ３２６６０８ 的中 �� １５６２（４４番人気）
馬単票数 計 ２２６７１４ 的中 �� ４５７（９３番人気）
ワイド票数 計 １５８５４９ 的中 �� ９７９（４５番人気）�� １５４６（３４番人気）�� ２４０６（２０番人気）
３連複票数 計 ４６０４５８ 的中 ��� ８８４（１１７番人気）
３連単票数 計 ８３００７０ 的中 ��� １７２（８７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１３．２―１３．２―１２．６―１２．２―１２．２―１１．９―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２２．９―３４．７―４７．９―１：０１．１―１：１３．７―１：２５．９―１：３８．１―１：５０．０―２：０２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オークヒルパーク �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．３．６ 阪神７着

２００８．３．１生 牝４黒鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous １０戦２勝 賞金 １４，３７０，０００円
〔制裁〕 ワンダーアームフル号の騎手黛弘人は，決勝線手前での御法について戒告。
※オークヒルパーク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１３０７０ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第１０競走 ��１，４００�
ご せ ん

五 泉 特 別
発走１４時４０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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３５ ファントムロード 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８６＋１０１：２１．６ ２．３�

５１０ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４８４－ ２１：２１．７� １２．７�

１１ ワンダードレッシー 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 B４７６＋ ２１：２１．８クビ ８．２�
８１６ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �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 ４５４＋１２ 〃 クビ １９．１�
６１２ クリノドスコイ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４４０＋ ２１：２１．９� ２０．７�
４７ � セイウンオウサム 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５１６－ ６ 〃 アタマ １１．１	
７１４� ロックフェアレディ 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４３４－ ４１：２２．１１� ３０．９

３６ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５２８－１８１：２２．２	 ５．７�
２３ � サクラアンジェロ 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５１８＋ ９１：２２．３	 １０８．６�
２４ メイショウセトウチ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ １０．４
５９ � サンデンマックス 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４９６± ０１：２２．４	 １５９．０�
７１３� カネトシグレース 牝４栗 ５５ 黛 弘人兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４７０＋１８１：２２．８２	 ２７２．２�
１２ � ワンダーギャルー 牝７鹿 ５５ 田中 博康山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 帰山 清貴 ４３６－１０１：２３．１１� ２８７．５�
８１５ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７２－１０１：２３．２	 １９．９�
４８ コ パ ノ カ ミ 牡６黒鹿５７ 木幡 初広小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 原 武久 ５０２＋ ６１：２３．３クビ １９５．６�
６１１ ニシノモレッタ 牝５栗 ５５ 松山 弘平西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５０８＋１２１：２３．５１� ２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７９０，９００円 複勝： ２６，７５１，６００円 枠連： １４，８８８，６００円

馬連： ４４，８９０，４００円 馬単： ３０，６０５，８００円 ワイド： ２０，０６３，８００円

３連複： ６２，０７６，１００円 ３連単： １１２，６８５，７００円 計： ３３２，７５２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ２８０円 枠 連（３－５） １，４７０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５５０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ３３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２０７９０９ 的中 � ７２５９６（１番人気）
複勝票数 計 ２６７５１６ 的中 � ７５９０６（１番人気）� １６３５０（６番人気）� ２０８１７（５番人気）
枠連票数 計 １４８８８６ 的中 （３－５） ７４８８（７番人気）
馬連票数 計 ４４８９０４ 的中 �� １４８４３（５番人気）
馬単票数 計 ３０６０５８ 的中 �� ９６５０（６番人気）
ワイド票数 計 ２００６３８ 的中 �� ６２３７（５番人気）�� ９４３５（４番人気）�� ２３３０（２８番人気）
３連複票数 計 ６２０７６１ 的中 ��� ６１３８（２２番人気）
３連単票数 計１１２６８５７ 的中 ��� ２４４８（８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１１．７―１１．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３４．０―４５．７―５７．４―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムロード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１１．２．２０ 東京２着

２００８．３．７生 牡４鹿 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス ８戦２勝 賞金 ２２，５９５，０００円
〔制裁〕 ファントムロード号の騎手二本柳壮は，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７０，０００円。（６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 サニーヘイロー号・ディアエンデバー号・トロピカルマドンナ号・メジロガストン号



１３０７１ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第１１競走 ��１，０００�
しゅんぷう

駿風ステークス
発走１５時２０分 （芝・直線）

４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．２１以降２４．５．１３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

賞 品
本 賞 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 ２，３００，０００円 １，５６０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

６１０ ア フ ォ ー ド 牡４鹿 ５６ 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０± ０ ５４．４ ３．２�

６１１ ゲットフルマークス �６鹿 ５２ 黛 弘人�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４７４－ ６ ５４．６１� ４８．０�
４６ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５３ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４２＋ ２ 〃 クビ ５．４�
２２ バクシンカーリー 牝５鹿 ５２ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４９４－ ８ ５４．８１� １６．１�
８１５ アキノパンチ 牡８鹿 ５０ 藤懸 貴志穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５１０－ ２ 〃 クビ ５５．８�
８１４ ミスクリアモン 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８２± ０ ５４．９� ９．７�
７１２ ラルティスタ 牝５黒鹿５２ 伊藤 工真有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３６－ ２ ５５．０� ９．７	
７１３ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５４ 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 ４９４＋ ２ ５５．１クビ ２８．８

３５ ヤサカシャイニー 牝４栗 ５３ 勝浦 正樹志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １６．０�
１１ � アスターエンペラー 牡６鹿 ５５ 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 米

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

B５１８＋ ４ 〃 クビ １６．５�
４７ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５６ 田中 博康�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ ７．５
５８ レイクエルフ 牡７黒鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５２＋ ２ ５５．３１ ５４．７�
５９ ビラゴーティアラ 牝５鹿 ５２ 宮崎 北斗三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４３０＋ ６ ５５．５１� １２．８�
３４ カホマックス 牝５鹿 ５４ 古川 吉洋星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ６ ５６．１３� ２２．６�
２３ � カフェレジェンド 牡７青鹿５２ 上村 洋行西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１０－ ２ ５７．４８ ４１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，７０４，５００円 複勝： ４２，４３２，８００円 枠連： ３２，５９８，０００円

馬連： １２７，９４１，９００円 馬単： ７４，９３６，９００円 ワイド： ４２，２５９，０００円

３連複： １９２，６９２，８００円 ３連単： ３４５，０２３，０００円 計： ８９０，５８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １，１５０円 � ２１０円 枠 連（６－６） ８，９００円

馬 連 �� ９，７００円 馬 単 �� １５，１３０円

ワ イ ド �� ２，８３０円 �� ４４０円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� ２３，５９０円 ３ 連 単 ��� １４０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３２７０４５ 的中 � ８１６２５（１番人気）
複勝票数 計 ４２４３２８ 的中 � １０１０５９（１番人気）� ６６８５（１５番人気）� ５３７３４（２番人気）
枠連票数 計 ３２５９８０ 的中 （６－６） ２７０５（３０番人気）
馬連票数 計１２７９４１９ 的中 �� ９７３６（４３番人気）
馬単票数 計 ７４９３６９ 的中 �� ３６５７（５９番人気）
ワイド票数 計 ４２２５９０ 的中 �� ３４９０（４３番人気）�� ２６８７５（１番人気）�� １８９４（６１番人気）
３連複票数 計１９２６９２８ 的中 ��� ６０３０（７９番人気）
３連単票数 計３４５０２３０ 的中 ��� １８１４（４６９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．１―１０．４―１０．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．０―３２．４―４２．８

上り４F４２．５－３F３２．４
勝馬の
紹 介

ア フ ォ ー ド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー ２０１０．１０．２３ 福島１着

２００８．３．２１生 牡４鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス １３戦４勝 賞金 ６８，９６２，０００円
〔発走状況〕 バクシンカーリー号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 バクシンカーリー号は，発走調教再審査。

１３０７２ ５月２０日 晴 良 （２４新潟１）第６日 第１２競走 １，８００�
し ろ う ま だ け

白 馬 岳 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ � タケショウカヅチ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１４± ０１：５３．８ ４．９�

８１４ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７４± ０１：５４．１２ １８２．９�

３５ � ビッグジャンパー 牡６栗 ５７ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４４８－ ６１：５４．２クビ ６８．３�
６１０ サンマルボス 牡５鹿 ５７ 松田 大作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７８－１２ 〃 アタマ １６．７�
６１１ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 中舘 英二広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４７４＋１０１：５４．５２ ４．８�
２２ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 木幡 初広福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７６－ ６１：５４．７１ １２．３	
７１２ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４８６＋１２１：５４．８� ７．４

４７ � タイガースラム �６栗 ５７ 上村 洋行吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５７０＋ ２１：５５．０１� ６．７�
７１３ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５７ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ４．１�
３４ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 西村 太一中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５１６＋１４１：５５．２１� ４５．３
２３ タマモアルプス 牡５黒鹿５７ 藤懸 貴志タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 B５３０＋ ２１：５６．２６ ７５．０�
８１５ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８８＋ ２１：５６．５１� ２２．０�
５９ ペガサスフラッシュ 牡４栗 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２６＋ ２１：５７．０３ １９．４�
１１ レッドプラネット 牝５青鹿５５ 田中 博康�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４８８± ０１：５７．４２� １３３．４�
５８ サ ル ジ ュ 牡４芦 ５７ 柴山 雄一福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 ５０６＋ ２２：００．３大差 ４８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３５，２００円 複勝： ４０，９３９，２００円 枠連： ２３，３４８，９００円

馬連： ６９，００１，４００円 馬単： ４２，１２５，１００円 ワイド： ２８，４１５，９００円

３連複： ９５，３０８，８００円 ３連単： １７６，７３７，８００円 計： ５０１，９１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２，４６０円 � １，４８０円 枠 連（４－８） ２，６９０円

馬 連 �� ３６，１７０円 馬 単 �� ６１，３２０円

ワ イ ド �� ９，０７０円 �� ５，２４０円 �� ３４，９２０円

３ 連 複 ��� ４１３，７６０円 ３ 連 単 ��� ２，７１７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２６０３５２ 的中 � ４２１２９（３番人気）
複勝票数 計 ４０９３９２ 的中 � ６９３３４（２番人気）� ３６９３（１４番人気）� ６３０１（１３番人気）
枠連票数 計 ２３３４８９ 的中 （４－８） ６４２３（１２番人気）
馬連票数 計 ６９００１４ 的中 �� １４０８（７０番人気）
馬単票数 計 ４２１２５１ 的中 �� ５０７（１２６番人気）
ワイド票数 計 ２８４１５９ 的中 �� ７７１（６８番人気）�� １３４３（４９番人気）�� １９９（１０３番人気）
３連複票数 計 ９５３０８８ 的中 ��� １７０（３８５番人気）
３連単票数 計１７６７３７８ 的中 ��� ４８（２２３８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．４―１２．６―１３．７―１４．０―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．４―１：００．０―１：１３．７―１：２７．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�タケショウカヅチ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ア フ リ ー ト

２００７．５．３生 牡５鹿 母 メイショウクンプウ 母母 マ シ ェ ア ー ２２戦３勝 賞金 ６３，１３３，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 タマモアルプス号の調教師藤岡健一は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルジュ号は，平成２４年６月２０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。
（非抽選馬） ５頭 エフティファラオ号・キクノキセキ号・サクラオールイン号・スマイルミッキー号・ワンダーアサールト号

３レース目



（２４新潟１）第６日 ５月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

１６８，９２０，０００円
６，５２０，０００円
１，９３０，０００円
１５，２４０，０００円
６１，３８５，０００円
４，７８４，０００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
１８５，０５３，７００円
２８８，６４５，７００円
１５０，２７１，５００円
４５５，８８７，６００円
３０６，９７５，６００円
２０３，３９１，９００円
６６８，９２９，０００円
１，１６５，２８７，４００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 ３，４２４，４４２，４００円

総入場人員 １５，４５６名 （有料入場人員 １３，５１７名）



平成２４年度 第１回新潟競馬 総計

競走回数 ７２回 出走延頭数 １，０７１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

９９２，９１０，０００円
２，０８０，０００円
４２，６５０，０００円
１０，５２１，０００円
８９，１６０，０００円
３５７，９７９，０００円
２８，１０１，０００円
１０，２８１，６００円

勝馬投票券売得金
１，１３９，６４３，７００円
１，７８５，８０１，０００円
８９９，２７１，７００円
２，８４３，３６３，８００円
１，９０３，２６１，８００円
１，２４８，２７８，３００円
３，９７７，２１２，７００円
７，０８６，８６９，１００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 ２０，８８３，７０２，１００円

総入場延人員 ７８，１５０名 （有料入場延人員 ６８，８４２名）


