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14049 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5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 1，025，000
1，025，000

円
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

34 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 56 大野 拓弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 480－ 21：56．7 12．4�
46 ライフトップガン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 484－ 21：56．8� 2．9�
11 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 470± 01：56．9� 13．1�
35 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 510－ 2 〃 同着 3．1�
58 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－12 〃 アタマ 16．5	
814 アルカサーバ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466－ 61：57．11 75．6

815 ヴァルティカル 牡3鹿 56 高倉 稜 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：57．31� 8．3�
59 ハギノサキガチ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B444－ 41：58．36 8．9�

23 ゴーイングベル 牡3芦 56 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486－ 41：58．83 24．2
47 タカラクルーズ 牡3栗 56 柴山 雄一村山 義男氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 436－141：59．01� 195．5�
712 タケデンアルプス 牡3栗 56

53 ▲横山 和生武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 488＋ 41：59．53 353．6�
611 パワーオブシャドー 牡3鹿 56 熊沢 重文深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 81：59．92� 226．2�
610 シスターエアー 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 488± 0 〃 クビ 480．6�
713 フェイマスシーン 牡3鹿 56 黛 弘人笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 466－102：00．0� 54．0�
22 ノヴォパンゲア 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 和美氏 吉村 圭司 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 518－102：02．6大差 19．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，709，100円 複勝： 24，189，200円 枠連： 6，269，900円
馬連： 22，038，500円 馬単： 17，085，700円 ワイド： 14，225，200円
3連複： 33，770，800円 3連単： 54，967，800円 計： 184，256，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 210円 � 110円 �
�

160円
120円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 450円 ��
��

1，000円
440円

��
��

300円
160円

3 連 複 ���
���

2，650円
1，030円 3 連 単 ���

���
18，840円
9，490円

票 数

単勝票数 計 117091 的中 � 7463（5番人気）
複勝票数 計 241892 的中 �

�
14639
51748

（6番人気）
（2番人気）

� 61812（1番人気）� 24568（3番人気）

枠連票数 計 62699 的中 （3－4） 12945（1番人気）
馬連票数 計 220385 的中 �� 7242（8番人気）
馬単票数 計 170857 的中 �� 2389（22番人気）
ワイド票数 計 142252 的中 ��

��
4160
6974
（9番人気）
（5番人気）

��
��

1686
19309

（21番人気）
（1番人気）

�� 4366（8番人気）

3連複票数 計 337708 的中 ��� 4601（15番人気）��� 12383（4番人気）
3連単票数 計 549678 的中 ��� 1075（123番人気） ��� 2143（45番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．9―14．0―13．5―12．3―12．7―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．2―52．2―1：05．7―1：18．0―1：30．7―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
4，8（1，14）5（3，6）（10，13）（12，15）－（2，9）－11，7
4（8，6）（1，7）14（5，15）－（3，11）13（12，2）（10，9）

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

勝馬の
紹 介

ガ ウ チ ョ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 東京5着

2010．5．23生 牡3鹿 母 シルクフローラ 母母 トロピカルシルキー 7戦1勝 賞金 7，450，000円
〔制裁〕 マイネルオルカーン号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことにつ

いて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴォパンゲア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18日まで平地競

走に出走できない。

14050 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

22 バルトロメオ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 61：13．2 2．0�
35 オリエンタルサン 牡3鹿 56 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 452－ 81：13．51� 13．9�
713 マリーズミイ 牝3鹿 54 柴山 雄一冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B426＋ 61：13．6� 10．9�
11 ドレッシースタイル 牡3青鹿56 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 464－ 2 〃 ハナ 14．4�
814 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 486＋ 2 〃 クビ 3．4	
47 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 416－ 41：13．81 173．4

610 マキャヴェッリ 牡3栗 56 古川 吉洋伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 442－ 21：14．01� 21．9�
815 ドニゼッティ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 0 〃 クビ 13．1�
23 ティティベンケイ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 490－ 41：14．42� 206．3
34 グロスヴァーグ 牡3鹿 56 西村 太一岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：14．6� 22．1�
46 ナスケンプレアデス 牝3黒鹿54 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 456－ 61：15．02� 88．8�
59 サクラフィアーブル 牝3鹿 54 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 伊藤 敏明 442－121：15．95 59．1�
611 アグネスパーラー 牝3鹿 54 丸田 恭介渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460± 01：16．43 153．9�
712 パンサーキング 牡3青鹿 56

54 △中井 裕二山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 452＋ 41：16．71� 463．4�
58 ヤマタケアルディー 牡3栗 56 田中 博康山中 佳代氏 根本 康広 新ひだか 斉藤スタッド 490 ― （競走中止） 106．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，759，400円 複勝： 20，880，300円 枠連： 6，771，100円
馬連： 19，219，300円 馬単： 16，400，000円 ワイド： 11，454，200円
3連複： 27，262，300円 3連単： 47，979，500円 計： 160，726，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 310円 � 230円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 430円 �� 450円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 107594 的中 � 43322（1番人気）
複勝票数 計 208803 的中 � 64372（1番人気）� 13316（5番人気）� 19812（3番人気）
枠連票数 計 67711 的中 （2－3） 7420（2番人気）
馬連票数 計 192193 的中 �� 9759（4番人気）
馬単票数 計 164000 的中 �� 5434（5番人気）
ワイド票数 計 114542 的中 �� 7010（2番人気）�� 6655（4番人気）�� 1402（18番人気）
3連複票数 計 272623 的中 ��� 5359（10番人気）
3連単票数 計 479795 的中 ��� 2352（38番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―12．3―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．2
3 4（13，14）（1，15）2（11，10）7，9，5（3，6）－12 4 4（13，14）－1（2，15）10，7（5，11，9）－（3，6）－12

勝馬の
紹 介

バルトロメオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．8 中京7着

2010．1．28生 牡3鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走中止〕 ヤマタケアルディー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 アキノアッパー号

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時50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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

611 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 432± 01：34．7 18．1�
12 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 432－12 〃 ハナ 11．1�
713 チェネレントラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 0 〃 クビ 3．4�
59 ブライトチェリー 牝3芦 54 柴山 雄一 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462± 01：34．8クビ 2．7�
24 ワ サ ビ 牝3黒鹿54 丸田 恭介村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 460＋101：35．01 67．4�
47 アドマイヤゼファー 牝3鹿 54 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：35．1� 10．9	
11 コスモカトルカール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 4 〃 ハナ 102．7

714 ロングボンズ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 422＋ 21：35．31� 21．1�
48 ファンタジーデイ 牝3栗 54 津村 明秀安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 464－ 2 〃 ハナ 51．1�
612 クリアビュー 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 462＋12 〃 クビ 60．6
36 ネオヴィヴィアン 牝3青鹿 54

51 ▲横山 和生小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404＋ 61：35．4� 49．6�

23 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 454＋101：35．5� 57．6�
35 コスモサンチャン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 420± 01：35．71� 25．1�
815 イムディーナ 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 440＋181：35．91� 124．7�
510 ウインドストリーム 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 456＋ 41：36．11� 6．5�
816 サポートソング 牝3栗 54 中谷 雄太佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 442＋ 41：36．84 349．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，194，600円 複勝： 23，858，200円 枠連： 7，343，100円
馬連： 21，720，400円 馬単： 16，530，800円 ワイド： 13，026，900円
3連複： 32，618，500円 3連単： 50，849，700円 計： 180，142，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 470円 � 260円 � 160円 枠 連（1－6） 5，760円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 22，150円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，380円 �� 850円

3 連 複 ��� 11，100円 3 連 単 ��� 109，100円

票 数

単勝票数 計 141946 的中 � 6202（6番人気）
複勝票数 計 238582 的中 � 10911（7番人気）� 22922（4番人気）� 49506（2番人気）
枠連票数 計 73431 的中 （1－6） 941（19番人気）
馬連票数 計 217204 的中 �� 1908（27番人気）
馬単票数 計 165308 的中 �� 551（63番人気）
ワイド票数 計 130269 的中 �� 1185（32番人気）�� 2323（16番人気）�� 3918（9番人気）
3連複票数 計 326185 的中 ��� 2170（37番人気）
3連単票数 計 508497 的中 ��� 344（320番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．6―11．8―11．8―11．9―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．8―47．6―59．4―1：11．3―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロダイヤモンド �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．7．22 新潟中止

2010．4．21生 牝3鹿 母 クラダリング 母母 オルテンシア 9戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 チェネレントラ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アティトラン号・レディーピンク号

14052 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時20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

713 カレングラスジョー 牡3栗 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510－ 81：55．0 1．8�
712 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B488± 0 〃 クビ 13．4�
59 アキレスバイオ 牡3芦 56 柴山 雄一バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 474－ 8 〃 アタマ 22．2�
58 ブルーボリウッド 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474－ 41：55．53 17．0�

34 スリーヨーク 牡3鹿 56
54 △中井 裕二永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 21：55．71� 5．3�

47 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 524－ 81：55．8� 4．7	
22 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 丹内 祐次原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 412－ 41：56．65 241．9

815 シャトーザール 牡3芦 56 田中 博康円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 458＋ 4 〃 ハナ 384．7�
46 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：56．7クビ 65．0�
11 ニューワールド 牡3鹿 56 吉田 隼人近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 486－ 61：57．55 30．2
814 アルファジニアス 牡3鹿 56 中谷 雄太�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 482－ 4 〃 クビ 206．8�
611 ケイツーモリガン 牝3栗 54 木幡 初広楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 412－ 41：57．71� 307．1�
35 ドリームプレイヤー 牡3栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 木原 一良 安平 追分ファーム 484－101：59．5大差 20．6�
23 ロングボラーレ 牝3鹿 54 高倉 稜中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 468＋ 22：00．67 96．2�
610 グレートエスケープ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478－ 62：03．1大差 201．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，300，500円 複勝： 23，954，100円 枠連： 7，577，500円
馬連： 18，963，100円 馬単： 17，662，300円 ワイド： 12，746，500円
3連複： 27，917，400円 3連単： 55，672，200円 計： 178，793，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 390円 枠 連（7－7） 1，010円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 390円 �� 750円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 12，880円

票 数

単勝票数 計 143005 的中 � 62678（1番人気）
複勝票数 計 239541 的中 � 85200（1番人気）� 16232（5番人気）� 11246（6番人気）
枠連票数 計 75775 的中 （7－7） 5550（4番人気）
馬連票数 計 189631 的中 �� 12679（3番人気）
馬単票数 計 176623 的中 �� 9408（4番人気）
ワイド票数 計 127465 的中 �� 8965（3番人気）�� 4168（7番人気）�� 1358（22番人気）
3連複票数 計 279174 的中 ��� 4270（15番人気）
3連単票数 計 556722 的中 ��� 3192（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．5―13．2―12．6―12．6―13．3―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．4―49．6―1：02．2―1：14．8―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．2
1
3
10，13（4，7，9）－12－5（8，14）（1，6）3－11，2－15
13，9（7，12）－4，8，5（1，14）（2，6）10（11，15）－3

2
4

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

カレングラスジョー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．18 京都3着

2010．2．6生 牡3栗 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 カレングラスジョー号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングボラーレ号・グレートエスケープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

6月18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 コミュニティ号



14053 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第5競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11時50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
2：24．6
2：22．1

良
良

35 カッパドキア 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B478＋ 22：28．2 2．8�
510 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 466＋ 22：28．3� 3．2�
612 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 木幡 初広内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 464± 0 〃 ハナ 32．9�
24 ル ー メ ア 牝3栗 54

52 △中井 裕二 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 440＋102：28．4� 8．1�
611 ピースワントゥルー 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 512＋10 〃 ハナ 26．0�
23 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム B464＋ 6 〃 アタマ 22．6	
59 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 北村 友一中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－ 2 〃 ハナ 21．2

11 マイネルゼータ 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 472± 0 〃 ハナ 8．2�
47 マイネカトレア 牝3栗 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B436－ 22：28．5クビ 48．4�
713 ミストラルシャワー 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 470± 0 〃 クビ 121．1
714 スキルアップ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B484± 02：28．6� 131．5�
816 ダルメシアン 牡3青 56 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 470＋ 62：28．81� 12．2�
12 ゲンキチタチカゼ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 454－ 62：29．01� 19．1�

48 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿54 津村 明秀中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 430＋ 42：29．32 114．2�
815 スカイタロー 牡3鹿 56 西田雄一郎元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 488± 02：30．68 362．5�
36 メイショウヒエイ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁松本 好�氏 西浦 勝一 新ひだか 山際 智 490－ 42：32．09 251．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，582，700円 複勝： 22，060，500円 枠連： 7，898，100円
馬連： 20，902，800円 馬単： 17，177，400円 ワイド： 13，029，100円
3連複： 31，279，500円 3連単： 48，888，800円 計： 175，818，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 430円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 230円 �� 990円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 145827 的中 � 41687（1番人気）
複勝票数 計 220605 的中 � 52035（1番人気）� 43964（2番人気）� 9018（8番人気）
枠連票数 計 78981 的中 （3－5） 12004（1番人気）
馬連票数 計 209028 的中 �� 35640（1番人気）
馬単票数 計 171774 的中 �� 15597（1番人気）
ワイド票数 計 130291 的中 �� 17217（1番人気）�� 2930（11番人気）�� 1982（20番人気）
3連複票数 計 312795 的中 ��� 6181（10番人気）
3連単票数 計 488888 的中 ��� 2749（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．1―13．7―13．2―13．2―12．8―11．8―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―35．4―47．5―1：01．2―1：14．4―1：27．6―1：40．4―1：52．2―2：04．0―2：15．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3
14，7，16，3（6，13）（2，4，5）1（8，15）9（10，12）－11・（14，5）（7，10）（16，3）（13，4）（1，12）（8，6，11）9（2，15）

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

勝馬の
紹 介

カッパドキア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Concern デビュー 2013．4．20 京都4着

2010．5．7生 牡3黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 3戦1勝 賞金 7，050，000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 ローローローロー号
（非抽選馬） 1頭 フィードベア号

14054 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 � ネオアレクサンドラ 牝4鹿 55 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 41：55．0 7．4�
34 オータムカラー 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 01：55．1� 56．7�

713 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 488＋ 41：55．2� 7．5�
35 エーシンルクソール 牝4栗 55

53 △中井 裕二�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 448－ 61：55．83� 2．7�
46 シーズガレット 牝5栗 55 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 460＋ 61：56．01 5．3	
11 � アルティメイトラブ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 14．9

610 コスモレイラ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 2 〃 ハナ 34．3�
712 テイクザサン 牝5鹿 55 鮫島 良太下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 446＋ 21：56．42� 13．5�
814 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 B428＋ 81：56．5� 25．0
815� ジャストザヒロイン 牝5栗 55 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 448－ 61：56．6� 203．6�
47 � コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 津村 明秀尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 456＋ 21：56．81� 125．2�
22 センティラシオン 牝5芦 55

52 ▲横山 和生中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 484± 01：56．9� 13．0�
59 � クリノソーニャ 牝8鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 458＋ 41：57．11� 54．5�
611 スカルラット 牝4栃栗55 平野 優�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 476－ 41：57．31 16．2�
23 マリーアルーア 牝4栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 478± 01：59．6大差 38．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，164，500円 複勝： 21，240，800円 枠連： 7，693，800円
馬連： 20，065，900円 馬単： 14，707，400円 ワイド： 12，628，900円
3連複： 29，961，400円 3連単： 47，462，800円 計： 165，925，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 1，150円 � 260円 枠 連（3－5） 920円

馬 連 �� 17，590円 馬 単 �� 30，490円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 1，040円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 28，980円 3 連 単 ��� 157，080円

票 数

単勝票数 計 121645 的中 � 13098（3番人気）
複勝票数 計 212408 的中 � 21461（5番人気）� 4071（11番人気）� 23723（4番人気）
枠連票数 計 76938 的中 （3－5） 6207（3番人気）
馬連票数 計 200659 的中 �� 842（54番人気）
馬単票数 計 147074 的中 �� 356（100番人気）
ワイド票数 計 126289 的中 �� 622（58番人気）�� 3130（10番人気）�� 865（49番人気）
3連複票数 計 299614 的中 ��� 763（105番人気）
3連単票数 計 474628 的中 ��� 223（521番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．5―13．4―12．7―12．4―13．5―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．1―49．5―1：02．2―1：14．6―1：28．1―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．4
1
3
・（3，12）14（1，5）（9，11）（2，15）（8，13）4，10－7，6
12（14，11）（1，13）（3，5）（2，9，4）（10，7）（8，15）6

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

勝馬の
紹 介

�ネオアレクサンドラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エンドスウィープ

2009．3．17生 牝4鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 6戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

※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 マーメイドティアラ号



14055 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

57 スズカチャンプ 牡4鹿 57
54 ▲横山 和生永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B474± 01：46．7 14．1�

711� シセイギンガ 牡7青 57 大下 智猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 450± 01：46．8� 60．9�
45 ルイーザシアター 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506＋ 8 〃 クビ 4．0�
68 クラーロデルナ 牡4鹿 57 西村 太一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 490± 01：46．9� 21．3�
813� サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 494－ 21：47．11� 21．3�
22 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 37．1	
56 テーオーゼウス 牡5黒鹿57 田中 健小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 478－ 41：47．31� 14．2

33 ウインルキア 牝5青鹿55 荻野 琢真�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム 402＋ 21：47．4� 9．5�
69 ピースフルアース 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 464＋ 21：47．5� 6．6
812� バージンロード 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 446－ 41：48．03 226．2�
11 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57

55 △中井 裕二加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 478＋ 41：48．21� 3．0�
44 � ダンスインザスカイ 牝5鹿 55 菅原 隆一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 460－ 21：48．3� 92．1�
710 マイネルドルチェ 牡6栗 57 平野 優 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B482＋ 21：51．8大差 8．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 12，166，700円 複勝： 19，837，600円 枠連： 6，417，800円
馬連： 19，881，700円 馬単： 14，867，800円 ワイド： 11，840，100円
3連複： 29，460，000円 3連単： 49，449，600円 計： 163，921，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 380円 � 1，110円 � 230円 枠 連（5－7） 1，930円

馬 連 �� 30，960円 馬 単 �� 61，650円

ワ イ ド �� 8，230円 �� 990円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 35，590円 3 連 単 ��� 282，900円

票 数

単勝票数 計 121667 的中 � 6829（6番人気）
複勝票数 計 198376 的中 � 13446（6番人気）� 3956（11番人気）� 27860（3番人気）
枠連票数 計 64178 的中 （5－7） 2466（13番人気）
馬連票数 計 198817 的中 �� 474（57番人気）
馬単票数 計 148678 的中 �� 178（112番人気）
ワイド票数 計 118401 的中 �� 345（58番人気）�� 3100（11番人気）�� 642（47番人気）
3連複票数 計 294600 的中 ��� 611（108番人気）
3連単票数 計 494496 的中 ��� 129（734番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．2―12．1―11．7―11．6―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．4―47．6―59．7―1：11．4―1：23．0―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 13，10，5（1，9）（6，7）（2，12）－11，4－（3，8） 4 13，10（1，5）9（2，7）6，12，11，4（3，8）

勝馬の
紹 介

スズカチャンプ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．11．6 京都6着

2009．2．17生 牡4鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer 13戦2勝 賞金 13，670，000円
〔発走状況〕 シセイギンガ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ダンスインザスカイ号の騎手菅原隆一は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

シセイギンガ号の騎手大下智は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルドルチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18日まで平地

競走に出走できない。

14056 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

713 アンゲネーム �5鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472± 0 55．1 3．4�
59 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 440＋ 4 〃 クビ 8．3�
714 オ ー パ ル ス 牡5芦 57 柴山 雄一広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 492＋ 2 55．41� 13．2�
815� リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 508± 0 〃 ハナ 18．2�
48 ダークアイリス 牝4栗 55

53 △中井 裕二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 500＋ 2 55．61	 10．2�
11 ディープランマ 牝4栗 55 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 442＋ 2 55．7
 59．0	
510 ワイズアンドクール �5黒鹿 57

55 △嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－16 〃 アタマ 15．8

612 メリーチャン 牝5芦 55 丸田 恭介ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454＋ 2 55．91	 4．2�
23 � マーブルメーカー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 426－16 〃 ハナ 59．7�
35 � クロンドローリエ 牝6青鹿 55

52 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 432＋ 6 〃 クビ 6．9

36 � ヒシタイフーン 牡4青鹿 57
55 △菱田 裕二阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 478－ 2 56．11	 17．7�

611 フジドリーム 牝4鹿 55
52 ▲山崎 亮誠藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 428＋ 2 〃 ハナ 61．1�

12 ビューティバラード 牝5栗 55 高倉 稜林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 444＋ 8 56．52
 42．8�
47 � ベネチアブルー 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 454－ 7 56．81� 179．2�
816� ボールドマックス 牡4栗 57 藤岡 康太増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 454＋ 4 57．65 38．0�
24 ニ ケ 牝4黒鹿55 津村 明秀畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 474－ 6 57．7
 97．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，508，600円 複勝： 22，544，400円 枠連： 9，507，400円
馬連： 25，475，200円 馬単： 17，673，900円 ワイド： 13，960，700円
3連複： 41，105，000円 3連単： 64，816，100円 計： 209，591，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 260円 � 300円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 760円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計 145086 的中 � 33672（1番人気）
複勝票数 計 225444 的中 � 42107（1番人気）� 22012（4番人気）� 17964（6番人気）
枠連票数 計 95074 的中 （5－7） 8811（2番人気）
馬連票数 計 254752 的中 �� 13120（3番人気）
馬単票数 計 176739 的中 �� 4231（6番人気）
ワイド票数 計 139607 的中 �� 7413（2番人気）�� 4530（7番人気）�� 2645（15番人気）
3連複票数 計 411050 的中 ��� 6312（9番人気）
3連単票数 計 648161 的中 ��� 2208（40番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―43．6

上り4F43．1－3F32．8
勝馬の
紹 介

アンゲネーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danehill デビュー 2010．11．6 福島11着

2008．3．8生 �5鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 19戦2勝 賞金 23，765，000円
※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 エヌワイグレース号・クラウンエンビー号・スリーバリアント号・ゼニトッタ号



14057 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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

814� フランキンセンス 牡6鹿 57 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 532－101：12．4 9．1�
22 ディアイレイザー 牡4栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B476＋ 81：12．5� 4．8�
610 エリモミヤビ 牝5栗 55 丸田 恭介山本 敏晴氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 466＋ 41：12．71� 58．5�
11 モリトブイコール 	5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 470－ 21：12．8� 14．0�
815 ビッグサンダー 牡6栗 57

55 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 504± 01：13．01� 81．5�
47 ミヤジチョビ 牡4栗 57 津村 明秀曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 480－ 41：13．1
 55．8	
35 スズカブリザード 牡7鹿 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508± 0 〃 アタマ 76．9

712 ソーラーインパルス 牡4黒鹿57 西村 太一吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 528＋ 21：13．2
 46．9�
611 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B462＋ 21：13．51
 8．8�
23 � トーコーレガーロ 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 ハナ 25．4
713� アースパイプ 牡4栗 57 大野 拓弥窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B494＋12 〃 アタマ 13．4�
34 ケンタッキーロード 牡5鹿 57 高倉 稜横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 502＋161：13．71� 43．2�
58 マジッククレスト 牝4青鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：14．01
 9．9�
59 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 中舘 英二大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 474－ 61：15．17 3．1�
46 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 柴山 雄一矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 488－ 21：15．95 8．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，774，600円 複勝： 29，452，500円 枠連： 9，822，200円
馬連： 30，399，400円 馬単： 23，750，000円 ワイド： 17，259，100円
3連複： 47，480，700円 3連単： 79，988，400円 計： 253，926，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 220円 � 1，100円 枠 連（2－8） 2，220円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，470円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 40，370円 3 連 単 ��� 204，270円

票 数

単勝票数 計 157746 的中 � 13691（5番人気）
複勝票数 計 294525 的中 � 33738（3番人気）� 42052（2番人気）� 5590（10番人気）
枠連票数 計 98222 的中 （2－8） 3279（10番人気）
馬連票数 計 303994 的中 �� 8732（9番人気）
馬単票数 計 237500 的中 �� 3152（21番人気）
ワイド票数 計 172591 的中 �� 5347（7番人気）�� 923（49番人気）�� 1397（32番人気）
3連複票数 計 474807 的中 ��� 868（127番人気）
3連単票数 計 799884 的中 ��� 289（615番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フランキンセンス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Sultry Song

2007．3．17生 牡6鹿 母 デイムプラッキー 母母 Dolly Dos 17戦1勝 賞金 24，440，000円
初出走 JRA

※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 フランチャイズ号

14058 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第10競走 ��
��2，000�

さ な え

早 苗 賞
発走14時50分 （芝・左・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

710 ナンヨーケンゴー �3鹿 56 丸田 恭介中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 472± 01：59．7 77．7�
69 � エーシンエポナ 牝3鹿 54 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

478－ 62：00．02 5．0�
45 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 446－ 62：00．1クビ 26．9�
711 キネオウィン 牡3鹿 56 津村 明秀ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 20．2�
33 ヴェリタラブ 牝3鹿 54 大野 拓弥山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 428＋ 22：00．2	 8．8	
22 ハギノブシドウ 牡3栗 56 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 502－ 42：00．3	 100．3

812 エデンロック 牡3鹿 56 吉田 隼人田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462－ 22：00．4	 1．9�
11 シンボリジャズ 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 482＋ 62：00．61
 7．8�
44 マイネルガブリエル 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 480－ 22：00．7� 99．1
57 ネコタイショウ 牡3鹿 56 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 432± 02：00．8� 15．2�
56 ポイントキセキ 牝3栗 54 中舘 英二小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 492＋ 2 〃 アタマ 24．2�
68 タカノハーバー 牡3青鹿56 松田 大作山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 62：01．22� 22．2�
813 ロジウエスト 牝3鹿 54 菱田 裕二久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 478－102：01．52 64．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，088，600円 複勝： 29，710，600円 枠連： 10，312，600円
馬連： 37，519，100円 馬単： 27，888，200円 ワイド： 17，748，500円
3連複： 48，623，200円 3連単： 99，443，700円 計： 290，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，770円 複 勝 � 1，340円 � 230円 � 610円 枠 連（6－7） 3，400円

馬 連 �� 22，480円 馬 単 �� 56，550円

ワ イ ド �� 5，820円 �� 10，650円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 107，440円 3 連 単 ��� 953，110円

票 数

単勝票数 計 190886 的中 � 1936（11番人気）
複勝票数 計 297106 的中 � 5019（10番人気）� 42789（2番人気）� 11935（8番人気）
枠連票数 計 103126 的中 （6－7） 2243（13番人気）
馬連票数 計 375191 的中 �� 1232（40番人気）
馬単票数 計 278882 的中 �� 364（96番人気）
ワイド票数 計 177485 的中 �� 744（47番人気）�� 404（61番人気）�� 2708（17番人気）
3連複票数 計 486232 的中 ��� 334（164番人気）
3連単票数 計 994437 的中 ��� 77（1075番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―11．9―12．1―12．4―12．3―11．8―11．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．6―47．5―59．6―1：12．0―1：24．3―1：36．1―1：47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーケンゴー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．22 新潟1着

2010．3．13生 �3鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 7戦2勝 賞金 15，843，000円
〔発走状況〕 ヴェリタラブ号は，枠入り不良。
※ロジウエスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14059 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第11競走 ��
��1，200�

だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．5．19以降25．5．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

815 ナムラハヤテ 牡4黒鹿55 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 456－ 41：08．5 13．1�
713 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿54 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 452＋ 21：08．6� 17．6�
816 ヤマニンプチガトー 牝4栗 53 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 480＋161：08．81� 16．8�
23 イントゥザストーム 牝4鹿 52 高倉 稜金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 412＋ 4 〃 クビ 69．0�
48 ストロングロビン 牡7鹿 55 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 482＋ 2 〃 アタマ 15．8�
36 アブマーシュ 牝4鹿 53 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 468－12 〃 ハナ 17．7	
47 モエレフルール 牝4黒鹿53 大野 拓弥中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 490＋ 41：08．9� 4．9

510 ダイワカリエンテ 牝4栗 52 古川 吉洋大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 54．2�
59 ニコールバローズ 牝4黒鹿52 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 440－ 21：09．0クビ 65．7�
24 � フレデフォート 牡6鹿 56 藤岡 康太 キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 460＋ 61：09．21	 6．8�
714 エクセレントピーク 牝5鹿 53 勝浦 正樹飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 470＋ 6 〃 ハナ 7．9�
12 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 53 津村 明秀ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 490± 01：09．3� 14．7�
11 ジ ル コ ニ ア 牝6栗 54 中舘 英二下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 486＋ 21：09．51	 3．8�
35 レーザーインパクト 牡4鹿 54 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 448－16 〃 クビ 136．7�
611�
 スピアナート 牝4鹿 53 吉田 隼人有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 452＋ 41：09．6クビ 12．1�
612 ミスマルシゲ 牝4青鹿50 田中 健柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 440＋181：14．3大差 347．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，218，900円 複勝： 46，382，500円 枠連： 30，111，700円
馬連： 100，351，700円 馬単： 55，139，700円 ワイド： 38，380，800円
3連複： 139，050，800円 3連単： 232，186，000円 計： 669，822，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 410円 � 540円 � 550円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 13，050円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 2，250円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 23，690円 3 連 単 ��� 111，130円

票 数

単勝票数 計 282189 的中 � 17011（6番人気）
複勝票数 計 463825 的中 � 31112（7番人気）� 22384（9番人気）� 22109（11番人気）
枠連票数 計 301117 的中 （7－8） 20024（4番人気）
馬連票数 計1003517 的中 �� 11995（33番人気）
馬単票数 計 551397 的中 �� 3120（65番人気）
ワイド票数 計 383808 的中 �� 4463（35番人気）�� 4211（37番人気）�� 2996（49番人気）
3連複票数 計1390508 的中 ��� 4333（109番人気）
3連単票数 計2321860 的中 ��� 1542（432番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―44．8―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．1
3 1（2，11）（7，8）－（6，9，12，14）15（10，13）－（3，16）－5－4 4 1，2（7，11）8（6，9）14（15，13）－（10，12，16）3－5－4

勝馬の
紹 介

ナムラハヤテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．3．10 中山1着

2009．3．25生 牡4黒鹿 母 トリプルリーチ 母母 トリプルワウ 11戦3勝 賞金 36，544，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスマルシゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キーパップ号・ダイワベスパー号
（非抽選馬） 6頭 アンプレシオネ号・オレニホレルナヨ号・クレバーアポロ号・タイセイマテンロウ号・フリスコベイ号・

ポピュラーストック号

14060 5月18日 晴 良 （25新潟1）第5日 第12競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 特 別
発走16時00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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

612 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 464－101：21．4 4．7�
12 プリンシペアスール 牡4鹿 57 丸田 恭介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 アタマ 10．5�
611 マックスストレイン 牡6栗 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：21．82� 28．6�
23 ナオミノユメ 牝4鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 ハナ 11．7�
24 	 ハイエストクライム 牡6鹿 57 高倉 稜前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 524－ 21：21．9
 55．1�
11 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 津村 明秀 �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 448＋ 2 〃 アタマ 132．7	
36 ラブグランデー 牝6鹿 55 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 472± 01：22．0クビ 21．7

714 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 吉田 隼人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－ 21：22．1� 4．9�
713 カイルアロマンス 牝4鹿 55 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 28．9�
816 イントゥザブルー 牡4鹿 57 松田 大作木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 494＋22 〃 アタマ 9．8
35 � スミデロキャニオン 牡4鹿 57 菱田 裕二吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 31：22．42 17．4�
47 エクスビート 牡5鹿 57 中井 裕二前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 464＋ 81：22．5クビ 207．0�
59 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿57 古川 吉洋土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 494＋18 〃 アタマ 34．1�
510� コスモインパクター 牡5黒鹿57 柴山 雄一長良レーシングクラブ 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 446－121：22．71� 95．2�
48 ケンブリッジアリス 牝4栗 55 丹内 祐次中西 宏彰氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 454＋101：23．23 211．6�
815 ロンギングトゥユー 牝4栗 55 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488－ 61：23．73 3．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，102，600円 複勝： 42，272，900円 枠連： 16，979，000円
馬連： 54，805，900円 馬単： 33，296，700円 ワイド： 27，429，100円
3連複： 77，694，100円 3連単： 132，273，600円 計： 409，853，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 260円 � 620円 枠 連（1－6） 1，680円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，530円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 49，760円

票 数

単勝票数 計 251026 的中 � 42518（2番人気）
複勝票数 計 422729 的中 � 59676（3番人気）� 44002（4番人気）� 15164（9番人気）
枠連票数 計 169790 的中 （1－6） 7491（7番人気）
馬連票数 計 548059 的中 �� 18835（7番人気）
馬単票数 計 332967 的中 �� 6627（9番人気）
ワイド票数 計 274291 的中 �� 10069（4番人気）�� 4368（18番人気）�� 2651（34番人気）
3連複票数 計 776941 的中 ��� 4552（45番人気）
3連単票数 計1322736 的中 ��� 1962（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．1―45．9―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ー ブ リ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．1．22 小倉1着

2009．5．9生 牡4鹿 母 ウメノファイバー 母母 ウメノローザ 11戦2勝 賞金 20，963，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ナオミノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 6頭 アスターウィング号・ダイワインスパイア号・チュウワダンサー号・トルピドトウショウ号・ヘリオスフィア号・

ミスネバー号



（25新潟1）第5日 5月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

155，940，000円
6，700，000円
1，770，000円
14，030，000円
61，803，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
192，570，800円
326，383，600円
126，704，200円
391，343，000円
272，179，900円
203，729，100円
566，223，700円
963，978，200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 3，043，112，500円

総入場人員 8，724名 （有料入場人員 7，464名）
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