
１３０４０ ５月１１日 曇 良 （２０新潟１）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３５ ナリタトルネード 牡３栗 ５６
５５ ☆北村 友一�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６８ ―１：４９．５ １３．７�

５９ マイネソシオ 牝３青鹿 ５４
５２ △浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ４１：５０．０３ ４．８�
１２ マイネルオール 牡３青鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ２１：５０．３１� ３．５�
１１ トミケンプライム 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ３９０± ０ 〃 クビ ９．２�
２４ トーセンスウィング 牡３芦 ５６ 西田雄一郎島川 �哉氏 中島 敏文 静内 小倉 光博 ４７０＋ ６１：５０．４クビ １９．８�
３６ スプリングバルサ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４９８－ ８ 〃 クビ ４．７	
８１６ オジジアンクリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４１０＋ ４１：５０．６１ ４８．４

６１２ グラミスキャッスル 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８４－１２１：５０．８１� ３６．０�
２３ ベ ガ ブ ラ ン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳栗山 良子氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ８２．６
６１１ サクラサプライズ 牡３芦 ５６ 安藤 光彰�さくらコマース羽月 友彦 静内 原 光彦 ４４０＋ ２１：５１．１１� １５０．１�
８１５ スマートステージ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀大川 徹氏 森 秀行 三石 ダイイチ牧場 ４９８ ― 〃 クビ ５４．０�
４７ ピサノリンドバーグ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンボリ牧場 B５３０ ―１：５１．３１� １５．２�
５１０ シ ン モ ン 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 平井牧場 ４３８－ ８１：５１．４� ２０３．０�
７１３ マキハタビーコン 牝３芦 ５４ 芹沢 純一�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ２３２．４�
４８ コウショウテンシ 牝３芦 ５４

５１ ▲荻野 琢真��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ １５９．２�
７１４ コアレスマーシャル 牡３青鹿５６ 中村 将之小林 昌志氏 北出 成人 平取 赤石牧場 ４５４＋ ４２：００．０大差 ６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６１５，７００円 複勝： １４，８２６，０００円 枠連： １３，５８５，２００円

普通馬連： ３３，２３０，５００円 馬単： ３７，３８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１３７，３００円

３連複： ５７，５２０，６００円 ３連単： 発売なし 計： １７９，３０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（３－５） ９５０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� １，１８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６１５７ 的中 � ６７１３（６番人気）
複勝票数 計 １４８２６０ 的中 � ８４１８（６番人気）� ２１８７９（３番人気）� １８３２４（５番人気）
枠連票数 計 １３５８５２ 的中 （３－５） １０５５７（５番人気）
普通馬連票数 計 ３３２３０５ 的中 �� ８５７５（１２番人気）
馬単票数 計 ３７３８８２ 的中 �� ４６６４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１３７３ 的中 �� ２５８３（１１番人気）�� ２２２１（１３番人気）�� ７００９（２番人気）
３連複票数 計 ５７５２０６ 的中 ��� ８１２８（１２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．０―１３．１―１３．６―１２．６―１１．３―１０．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３６．８―４９．９―１：０３．５―１：１６．１―１：２７．４―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．４
３ ５（１４，１５）（２，１６）１０（４，１２，１３）６（１，１１，７）（８，３，９） ４ ・（５，１５）１４（２，１６）（１０，１３）（４，６，１２）（１，７，９）１１（８，３）

勝馬の
紹 介

ナリタトルネード �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００５．４．２６生 牡３栗 母 ナリタオリーブ 母母 ワッキープリンセス １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 スマートステージ号は，枠入り不良。
〔その他〕 コアレスマーシャル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アペルドールン号


