
１３０７３ ５月２２日 晴 良 （２２新潟１）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

８１５ マイネフェリックス 牝３栗 ５４ 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 ４６２－ ８１：５６．０ ２３．５�

８１４ ライラックパンチ 牝３栗 ５４
５２ △丸山 元気吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B４６２－ ６１：５６．３２ ３．８�

７１２ カンマビード 牝３栗 ５４ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム ４６８－ ２１：５６．８３ ２．８�
５８ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �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 ４７０＋ ２１：５７．１２ １８．１�
１１ トップバゴチャン 牝３青鹿 ５４

５２ △松山 弘平�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４７２－ ２１：５７．３� １９．１�
３５ キュルミナン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二ディアレスト 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド ４６６＋ ４ 〃 アタマ ６．５	
３４ 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 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ４．９

４７ イ ッ プ ク 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４６６＋ ４１：５７．５１ ４５．５�
２２ ラクスクライン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 能登ファーム ４４６＋ ４１：５７．８２ ３８．１�
６１１ フラワーガイア 牝３栗 ５４ 北村 友一花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河 太陽牧場 ５００－ ６１：５８．２２� １６．８
４６ 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 ５１６＋ ２１：５８．９４ １３９．０�
５９ ベ ル ア ー ム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 浦河 モトスファーム ４２８－ ２１：５９．４３ １８５．４�
７１３ ワカクモティタン 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 本巣 敦 ４１６－ ４１：５９．８２� ２５２．１�
２３ カシノアイリス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４３０± ０２：００．４３� ２５８．０�
６１０ カホノトップガン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新冠 坂元 芳春 ４１８＋ ２２：００．８２� ２７５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，４４４，８００円 複勝： １６，３０８，５００円 枠連： ８，０９３，９００円

普通馬連： ２２，０２２，８００円 馬単： １７，４３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８０５，３００円

３連複： ３４，１７８，８００円 ３連単： ５１，８９７，２００円 計： １６９，１８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ５００円 � １８０円 � １３０円 枠 連（８－８） ５，４８０円

普通馬連 �� ４，８９０円 馬 単 �� １１，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� １，２４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ６１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ８４４４８ 的中 � ２８４０（８番人気）
複勝票数 計 １６３０８５ 的中 � ５７５１（８番人気）� ２４１６３（３番人気）� ４６２３５（１番人気）
枠連票数 計 ８０９３９ 的中 （８－８） １０９２（１７番人気）
普通馬連票数 計 ２２０２２８ 的中 �� ３３２８（２１番人気）
馬単票数 計 １７４３３１ 的中 �� １０８４（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８０５３ 的中 �� １６１２（２２番人気）�� ２０３９（１８番人気）�� ７９０５（３番人気）
３連複票数 計 ３４１７８８ 的中 ��� ５３７２（１６番人気）
３連単票数 計 ５１８９７２ 的中 ��� ６２１（１９６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１３．８―１３．９―１３．２―１２．１―１２．７―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３７．５―５１．４―１：０４．６―１：１６．７―１：２９．４―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネフェリックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京１３着

２００７．４．１生 牝３栗 母 マイネカレッシュ 母母 ノーザンドライバー ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※カシノアイリス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。


