
１３０１３ ５月２日 晴 良 （２２新潟１）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１１ ヤマニンビサージュ 牝３青 ５４
５１ ▲丸山 元気土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３２－ ６１：５６．８ １．７�

７８ ママズディッシュ 牝３芦 ５４ 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 安平 ノーザンファーム ４６６＋１０１：５７．８６ ４．４�

４４ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �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 ４６８＋ ２ 〃 アタマ ２１．２�

５５ メイショウボヌス 牝３栗 ５４ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７８± ０１：５８．１１� ２７．７�
８９ ピュアストーン 牝３栗 ５４ 北村 友一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４－ ４１：５８．３１ ８．０�
７７ ラクスクライン 牝３鹿 ５４ 川島 信二三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 能登ファーム ４４２－ ４１：５８．５１� ９．２�
２２ ニシノグラビア 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介西山 茂行氏 梅田 智之 むかわ 西山牧場 ４５６－１０１：５９．１３� ２５．８	
３３ ナリタレジーナ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１４± ０１：５９．２� １５．９

６６ ゴールデンシャワー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信櫻井 正氏 伊藤 大士 日高 中川牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ８３．４�
８１０ ナムラクレイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７８＋ １１：５９．８３� １００．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，１１２，７００円 複勝： ２１，３８４，８００円 枠連： ８，３３４，１００円

普通馬連： ２５，３７８，２００円 馬単： ２８，０３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５８７，６００円

３連複： ３９，１１８，８００円 ３連単： ８０，５４２，２００円 計： ２２７，４９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（１－７） ２５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５８０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� ７，５３０円

票 数

単勝票数 計 １２１１２７ 的中 � ５７１９０（１番人気）
複勝票数 計 ２１３８４８ 的中 � ９７２３６（１番人気）� ３４８２３（２番人気）� ６５８９（７番人気）
枠連票数 計 ８３３４１ 的中 （１－７） ２４９０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５３７８２ 的中 �� ４５４５６（１番人気）
馬単票数 計 ２８０３５１ 的中 �� ３２８２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５８７６ 的中 �� ２０７４７（１番人気）�� ４７９３（８番人気）�� １８０４（１８番人気）
３連複票数 計 ３９１１８８ 的中 ��� １１６２１（８番人気）
３連単票数 計 ８０５４２２ 的中 ��� ７９０２（２０番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１４．０―１４．５―１３．５―１１．９―１２．６―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．９―５３．４―１：０６．９―１：１８．８―１：３１．４―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンビサージュ 
�
父 スウェプトオーヴァーボード 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．２８ 阪神１１着

２００７．４．２２生 牝３青 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円


