
１３０６７ ５月８日 晴 良 （２３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 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，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

８１４ リアルアヴェニュー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ８１：５４．２ ４．４�

８１５ シルクエンデバー 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ４１：５５．３７ １０．５�
６１１ シルクペガサス 牡６栗 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５８－ ８１：５５．４� １２５．１�
３４ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８４－ ２１：５５．６１� ２．７�
３５ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ２１：５５．７� １０．１�
５８ ベストルート 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４５８－１２１：５５．９１� １１．４	
７１２ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４５４－１８１：５６．０クビ １０．８

５９ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７６＋ ４１：５６．４２� １７．０�
４７ クオリティタイム �５鹿 ５７ 武 幸四郎名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ １８．５�
１１ ルナーレガシー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８－ ２１：５６．５クビ １３４．２
２２ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ 古川 吉洋�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４８０－１０１：５６．８１� １３１．３�
６１０ メイショウリバー 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ２１：５７．７５ ６０．７�
７１３ ロードパンサー 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４８８＋１４１：５８．４４ ８．２�
４６ コスモオーカン 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 日高 マル良牧場 ５２８± ０２：００．５大差 ５０５．６�
２３ ウインアトラス 牡６栗 ５７ 田中 勝春�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４６６＋１２２：０１．１３� ７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，１２５，２００円 複勝： １８，００４，２００円 枠連： ９，６０２，９００円

馬連： ２５，００８，７００円 馬単： １９，５４６，９００円 ワイド： １２，６２８，４００円

３連複： ３６，１７２，１００円 ３連単： ５６，１６９，４００円 計： １８９，２５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２２０円 � ４２０円 � １，９９０円 枠 連（８－８） ２，３３０円

馬 連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ５，４７０円 �� ６，２００円

３ 連 複 ��� ６０，６８０円 ３ 連 単 ��� ２５９，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２１２５２ 的中 � ２２０５７（２番人気）
複勝票数 計 １８００４２ 的中 � ２７１５３（２番人気）� １１０４８（８番人気）� １９６１（１４番人気）
枠連票数 計 ９６０２９ 的中 （８－８） ３０４３（９番人気）
馬連票数 計 ２５００８７ 的中 �� ６４０１（１１番人気）
馬単票数 計 １９５４６９ 的中 �� ３１９２（１８番人気）
ワイド票数 計 １２６２８４ 的中 �� ３００４（１２番人気）�� ５５８（４７番人気）�� ４９１（４８番人気）
３連複票数 計 ３６１７２１ 的中 ��� ４４０（１３６番人気）
３連単票数 計 ５６１６９４ 的中 ��� １６０（６８４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．９―１３．４―１２．５―１２．３―１２．５―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．６―５１．０―１：０３．５―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルアヴェニュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００９．９．２０ 中山３着

２００７．４．２７生 牡４鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ５戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモオーカン号・ウインアトラス号は，平成２３年６月８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） １頭 ヴァルナ号
（非抽選馬） １頭 サクラシザーズ号

１３０６８ ５月８日 晴 良 （２３新潟１）第６日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （芝・左・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１２ ゴールドケー 牝５青鹿５５ 田辺 裕信馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５６± ０２：０１．２ ５．３�

５７ セータミスタ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲平野 優藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ８２：０１．５１� １１．１�

７１１ ビーチパーティー 牝４芦 ５５
５３ △川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ４７．１�

６１０ フェリシダージ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ４ 〃 クビ ８．６�
１１ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５８－ ２２：０１．６� １６４．０�
８１４� アムールエテルネル 牝４栗 ５５ 古川 吉洋岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４１４－１８２：０１．７� １１１．０�
８１３ マイネヴィント 牝４栗 ５５ 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２ 〃 アタマ ８５．０	
６９ クリスマスキャロル 牝４栗 ５５ 丸山 元気 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２６＋ ６２：０１．８クビ ５．０�
５８ ポーラシークエンス 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 
キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B４７８－ ４２：０１．９� ３０．５�
４５ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５４＋１８２：０２．１１� １４．０
３４ � メイビーズエイム 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 下屋敷牧場 ４７２＋１８２：０２．２クビ ３９．０�

３３ ローテレジーナ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真山科 統氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 B４２６＋ ４ 〃 クビ ４８．５�
４６ バトルキクヒメ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 B４５０－ ２２：０２．３クビ １４．６�
２２ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５８－ ２ 〃 クビ ２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２３２，１００円 複勝： １９，８６１，８００円 枠連： ８，８４４，３００円

馬連： ２６，６１０，６００円 馬単： １９，３５８，６００円 ワイド： １２，３３５，９００円

３連複： ３６，５００，２００円 ３連単： ６２，２１９，５００円 計： １９７，９６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � ８２０円 枠 連（５－７） ２，８５０円

馬 連 �� ４，５００円 馬 単 �� ７，２６０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ２，８７０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ３９，６８０円 ３ 連 単 ��� １７１，９８０円

票 数

単勝票数 計 １２２３２１ 的中 � １８２８５（３番人気）
複勝票数 計 １９８６１８ 的中 � ２９２８７（３番人気）� １００３８（７番人気）� ５５３２（９番人気）
枠連票数 計 ８８４４３ 的中 （５－７） ２２９６（１１番人気）
馬連票数 計 ２６６１０６ 的中 �� ４３６７（１７番人気）
馬単票数 計 １９３５８６ 的中 �� １９７０（２７番人気）
ワイド票数 計 １２３３５９ 的中 �� ２１６６（１７番人気）�� １０５２（３２番人気）�� ５８６（４７番人気）
３連複票数 計 ３６５００２ 的中 ��� ６７９（１０６番人気）
３連単票数 計 ６２２１９５ 的中 ��� ２６７（４７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．７―１２．４―１３．１―１２．６―１２．４―１１．８―１０．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．７―１：００．８―１：１３．４―１：２５．８―１：３７．６―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドケー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００８．１０．１２ 東京１１着

２００６．２．２生 牝５青鹿 母 サテライトケー 母母 サテライトセイコー ２０戦２勝 賞金 ２１，２３３，０００円
〔制裁〕 クリスマスキャロル号の調教師石坂正は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金２０，０００円。


