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14073 5月24日 晴 稍重 （26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50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

34 サンエルピス 牝3栗 54 高倉 稜三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444－141：55．3 4．6�
23 レイズアセイル 牝3栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B440－ 81：55．72� 3．4�
814 パイストロピカル 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 426－ 21：56．44 10．3�
712 アルプサロン 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 466＋161：57．03� 148．4�
46 ドルチェメンテ 牝3鹿 54 伊藤 工真村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464－ 21：57．1� 22．7	
22 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 436＋ 4 〃 クビ 384．4

611 ピアノコンクール 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：57．31 3．4�
610 ウ イ ン サ ラ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 430－ 21：57．62 139．9�
59 リクエストアワー 牝3栗 54 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432－ 81：59．19 7．2
35 デザイアドライブ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B458± 01：59．2� 16．9�
47 イエローフライト 牝3栗 54 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 大樹 大樹ファーム 462－ 41：59．3� 80．8�
815 キョウワマジック 牝3栗 54 荻野 琢真�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 472－ 21：59．72� 58．9�
11 リ コ リ ッ チ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 488－101：59．8クビ 67．1�
58 エレメンタリー 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484－ 62：00．01� 28．4�
713 ラフェドフルール 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482＋122：00．63� 87．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，412，300円 複勝： 20，145，900円 枠連： 5，677，000円
馬連： 22，719，500円 馬単： 15，718，400円 ワイド： 12，822，900円
3連複： 34，925，900円 3連単： 53，131，900円 計： 176，553，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 230円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 590円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，150円

票 数

単勝票数 計 114123 的中 � 19928（3番人気）
複勝票数 計 201459 的中 � 33336（3番人気）� 49305（1番人気）� 18530（5番人気）
枠連票数 計 56770 的中 （2－3） 9685（1番人気）
馬連票数 計 227195 的中 �� 32216（1番人気）
馬単票数 計 157184 的中 �� 10252（2番人気）
ワイド票数 計 128229 的中 �� 13494（1番人気）�� 4993（9番人気）�� 5531（7番人気）
3連複票数 計 349259 的中 ��� 18294（2番人気）
3連単票数 計 531319 的中 ��� 6379（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．7―48．9―1：02．1―1：15．3―1：28．6―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンエルピス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．3．1 阪神2着

2011．2．17生 牝3栗 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 4戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラフェドフルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月24日まで平地

競走に出走できない。
※キョウワマジック号・ドルチェメンテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14074 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：07．5
1：06．5

良
良

23 ヤマカツゴーゴー 牡3黒鹿56 柴山 雄一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 462± 01：09．8 2．3�
713 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 426＋ 21：10．11� 17．3�
47 アロージェネシス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 484＋ 4 〃 ハナ 12．4�
815 ウィステリアカット 牝3鹿 54 熊沢 重文大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 462－ 61：10．2� 30．9�
36 モアアンドモア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442－ 4 〃 ハナ 51．5�
59 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 高倉 稜星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 440－ 8 〃 クビ 9．2	
24 マサノハナチャン 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 442＋ 21：10．3クビ 7．1

510 ベルモントラハイナ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 444± 01：10．4� 5．7�
11 ヒーラブズミー 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二吉田 千津氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 17．0
611 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 21：10．61� 38．8�
35 デルマアッコチャン 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 416－ 41：10．7� 109．2�
714 アインクラング 牝3芦 54 菱田 裕二有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 4 〃 クビ 17．4�
48 キョウエイダルク 牝3鹿 54 中舘 英二田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 416＋ 21：11．44 33．8�
12 マ イ ガ ー ル 牝3栗 54 吉田 隼人北村 和江氏 中野 栄治 日高 増尾牧場 422± 01：11．5� 49．3�
816 オウコウキバ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 服部 牧場 474＋ 81：12．45 342．8�
612 ビ ブ リ ア 牝3鹿 54 古川 吉洋中辻 明氏 宮 徹 浦河 中脇 満 462 ―1：12．61� 104．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，876，500円 複勝： 26，784，300円 枠連： 8，974，100円
馬連： 21，704，100円 馬単： 15，215，800円 ワイド： 13，841，800円
3連複： 32，582，600円 3連単： 49，588，900円 計： 185，568，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 400円 � 300円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 650円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 32，770円

票 数

単勝票数 計 168765 的中 � 57984（1番人気）
複勝票数 計 267843 的中 � 74824（1番人気）� 13553（7番人気）� 20099（5番人気）
枠連票数 計 89741 的中 （2－7） 8986（2番人気）
馬連票数 計 217041 的中 �� 6909（7番人気）
馬単票数 計 152158 的中 �� 3345（10番人気）
ワイド票数 計 138418 的中 �� 5681（4番人気）�� 5445（5番人気）�� 1011（39番人気）
3連複票数 計 325826 的中 ��� 3051（22番人気）
3連単票数 計 495889 的中 ��� 1117（81番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．9―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツゴーゴー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2014．2．16 小倉2着

2011．4．1生 牡3黒鹿 母 ニューウインド 母母 ナ ジ ー バ 5戦1勝 賞金 11，725，000円
〔制裁〕 マサノハナチャン号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・8番）

マサノハナチャン号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14
番）

※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 コスモアメシスト号・ディナーベル号

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月24日 晴 稍重 （26新潟1）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10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 1，300，000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

814 センターポイント 牡3鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 61：53．5 1．8�

59 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478＋101：54．13� 9．4�
23 マウンテンライオン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 596－ 81：54．2� 7．4�
34 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 498－ 21：54．62� 8．4�
35 シゲルエチゴ 牡3芦 56 津村 明秀 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 440－ 41：54．7� 52．5�
47 クリューサオール 牡3鹿 56 川須 栄彦 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋ 21：54．91	 4．9

713 コスモパトラ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 	ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 440± 0 〃 クビ 49．1�
11 トーホウビースト 牡3青鹿56 木幡 初広東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B446＋ 21：55．21� 268．0�
22 イノセンテス 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小河 一氏 野中 賢二 平取 清水牧場 470＋ 61：55．41	 34．6�
712 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 486＋ 21：55．61� 187．6�
611 カシマブレイン 牡3鹿 56 丸田 恭介松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 490± 01：55．7� 92．4�
610 シゲルヒタチ 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 470＋ 21：56．23 161．6�
58 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：56．83� 78．2�
815 ボールドケーム 牡3青鹿56 西村 太一増田 陽一氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 498－161：57．22� 388．0�
46 テイクトゥモロー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 468 ―1：57．41 265．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，950，300円 複勝： 43，041，400円 枠連： 7，420，600円
馬連： 22，018，200円 馬単： 18，197，700円 ワイド： 13，575，100円
3連複： 33，471，600円 3連単： 59，187，200円 計： 212，862，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 6，290円

票 数

単勝票数 計 159503 的中 � 73625（1番人気）
複勝票数 計 430414 的中 � 214907（1番人気）� 35383（5番人気）� 38319（4番人気）
枠連票数 計 74206 的中 （5－8） 8698（4番人気）
馬連票数 計 220182 的中 �� 28298（2番人気）
馬単票数 計 181977 的中 �� 14680（3番人気）
ワイド票数 計 135751 的中 �� 12816（3番人気）�� 13223（2番人気）�� 3621（10番人気）
3連複票数 計 334716 的中 ��� 13014（6番人気）
3連単票数 計 591872 的中 ��� 6952（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．2―13．2―12．8―12．5―12．7―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．6―49．8―1：02．6―1：15．1―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センターポイント �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．3．15 中京12着

2011．1．29生 牡3鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 6戦1勝 賞金 11，000，000円

14076 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，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3：06．0良

57 ダノンゴールド 牡5黒鹿60 横山 義行�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B542± 03：07．2 3．8�
712 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 472－ 23：09．3大差 9．7�
33 ロードシュプリーム 牡4鹿 59 石神 深一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 23：09．51� 9．7�
69 � オ マ モ リ 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 448± 03：09．81� 57．3�
11 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 484－ 23：10．33 26．9�
58 � エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 490－ 23：10．51� 3．8	
46 マキオボーラー 牡4黒鹿59 熊沢 重文猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 464＋ 53：11．03 13．4

22 ニシノファブレッド 牡6鹿 60 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 492＋ 83：12．610 35．9�
813 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 59 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 476＋ 43：13．98 37．9�
610 オ ー パ ル ス �6芦 60 山本 康志広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 494＋ 23：14．64 50．9
711 ショウナンカリーノ 牝4鹿 57 金子 光希国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 426＋ 2 〃 ハナ 168．2�
34 ドリームハヤテ 牡4鹿 59 林 満明セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 502－ 4 〃 クビ 9．0�
45 レオハイタッチ �4鹿 59 北沢 伸也�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450－ 2 （競走中止） 5．1�
814� プラチナディスク 牝9鹿 58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 466－ 2 （競走中止） 131．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，056，600円 複勝： 17，137，300円 枠連： 8，835，000円
馬連： 18，280，000円 馬単： 12，979，400円 ワイド： 10，416，100円
3連複： 30，061，900円 3連単： 46，246，100円 計： 157，012，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 240円 � 260円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 610円 �� 830円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 24，120円

票 数

単勝票数 計 130566 的中 � 27739（1番人気）
複勝票数 計 171373 的中 � 27666（2番人気）� 18741（4番人気）� 16695（5番人気）
枠連票数 計 88350 的中 （5－7） 6898（4番人気）
馬連票数 計 182800 的中 �� 6713（9番人気）
馬単票数 計 129794 的中 �� 2967（10番人気）
ワイド票数 計 104161 的中 �� 4348（5番人気）�� 3110（12番人気）�� 2210（15番人気）
3連複票数 計 300619 的中 ��� 3853（19番人気）
3連単票数 計 462461 的中 ��� 1415（72番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 50．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
12－4－（10，7）－（5，6）8＝1，9－3－13－11＝2＝14
7，6－12－8，9（1，3）＝4－（13，10）－11＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．11．12 東京3着

2009．3．6生 牡5黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 プラチナディスク号は，5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

レオハイタッチ号は，7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムエビスオー号・モンモン号



14077 5月24日 晴 稍重 （26新潟1）第7日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・左）

若手騎手，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

59 シングルカスク 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 420－ 21：12．8 5．0�

58 プレフェリート 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：12．9� 4．7�
712 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B448＋16 〃 ハナ 88．7�
23 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452± 01：13．11� 33．3�
22 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：13．2クビ 2．7	
610 フルアヘッド 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 474＋ 4 〃 クビ 36．5

815 コートリーラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 434± 01：13．51� 6．7�
713 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 446＋ 41：13．92� 280．4�
611 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 446－ 41：14．11� 10．1
35 トキノスターライト 牝3栗 54 平野 優田中 準市氏 奥村 武 新冠 川上牧場 B450－ 31：14．31 13．5�
34 ウインクラージュ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 61：14．51 69．0�
11 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 434－ 41：14．6� 202．3�
46 ブラックソヴリン 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450± 0 〃 クビ 20．5�
47 イケイケヒカル 牝3栗 54 菅原 隆一田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 村上 欽哉 430－ 41：14．81 106．1�
814 ス ペ ー ラ 牝3鹿 54 森 一馬鈴木 孝雄氏 和田 雄二 日高 法理牧場 420＋ 81：15．22� 234．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，431，600円 複勝： 28，655，900円 枠連： 8，459，500円
馬連： 24，725，000円 馬単： 18，358，700円 ワイド： 14，687，600円
3連複： 35，622，400円 3連単： 61，466，500円 計： 209，407，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 210円 � 1，590円 枠 連（5－5） 1，540円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 630円 �� 4，830円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 27，300円 3 連 単 ��� 111，730円

票 数

単勝票数 計 174316 的中 � 27966（3番人気）
複勝票数 計 286559 的中 � 37366（4番人気）� 42987（2番人気）� 3603（11番人気）
枠連票数 計 84595 的中 （5－5） 4080（7番人気）
馬連票数 計 247250 的中 �� 11886（5番人気）
馬単票数 計 183587 的中 �� 4595（10番人気）
ワイド票数 計 146876 的中 �� 6225（6番人気）�� 719（41番人気）�� 1062（32番人気）
3連複票数 計 356224 的中 ��� 963（72番人気）
3連単票数 計 614665 的中 ��� 406（313番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．5―12．3―12．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．2―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングルカスク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．26 東京5着

2011．4．3生 牝3黒鹿 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 7戦1勝 賞金 8，750，000円
※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 クラスタディケイ号

14078 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時40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

23 プレストウィック 牡3芦 56 津村 明秀有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 510－102：28．5 8．1�
612 トゥインクル 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 450－ 4 〃 ハナ 7．2�
36 マイネルフレスコ 牡3栗 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：28．71� 8．7�
11 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 杉原 誠人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 436－ 42：28．8� 14．6�
47 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 452－102：28．9クビ 3．4�
510 イントゥレジェンド 牡3栗 56 田中 博康	ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 480－ 6 〃 ハナ 147．1

59 プルママルカ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－16 〃 ハナ 3．6�
24 アバンダンティア 牝3鹿 54 菱田 裕二永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 522＋142：29．0� 10．0�
12 マイケルチョウサン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B474± 02：29．1クビ 16．3
815 メイケイハリケーン �3鹿 56 竹之下智昭名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 464－ 22：29．73� 46．3�
713 マイネルクロノス 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 62：30．76 61．7�
35 カネコメシルキー 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 B450± 02：31．23 121．5�
816 メーリングキャット 牝3鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：31．62� 81．7�
611 スナークパール 牝3黒鹿54 高倉 稜杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 478＋ 62：33．09 239．6�
714 ヒ ト シ レ ズ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B460± 02：33．95 286．2�
48 ヒシスカイガイ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也阿部 雅英氏 久保田貴士 新冠 飛渡牧場 486± 02：34．75 131．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，995，200円 複勝： 22，644，400円 枠連： 6，951，100円
馬連： 19，979，500円 馬単： 14，508，000円 ワイド： 12，397，100円
3連複： 31，837，900円 3連単： 50，143，200円 計： 175，456，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 300円 � 220円 � 270円 枠 連（2－6） 1，680円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，680円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 78，240円

票 数

単勝票数 計 169952 的中 � 16719（4番人気）
複勝票数 計 226444 的中 � 18829（5番人気）� 29315（3番人気）� 21912（4番人気）
枠連票数 計 69511 的中 （2－6） 3054（9番人気）
馬連票数 計 199795 的中 �� 5337（13番人気）
馬単票数 計 145080 的中 �� 1300（30番人気）
ワイド票数 計 123971 的中 �� 3107（13番人気）�� 1790（24番人気）�� 2491（15番人気）
3連複票数 計 318379 的中 ��� 1703（46番人気）
3連単票数 計 501432 的中 ��� 473（246番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．3―12．3―12．9―13．3―13．5―13．0―12．1―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―34．9―47．2―1：00．1―1：13．4―1：26．9―1：39．9―1：52．0―2：04．0―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3
5－14，3，12（15，13）4，16，11，2，10－9－6（1，8）＝7
5，3，13（14，2）（15，12）10，4－（1，16）（6，7）9－11＝8

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡3芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔その他〕 ヒシスカイガイ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒトシレズ号・ヒシスカイガイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月24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。
（非抽選馬） 1頭 サンアンドムーン号



14079 5月24日 晴 稍重 （26新潟1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

23 ティアップレーヴ 牝4芦 55 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 484＋ 41：53．3 7．2�
35 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 486－ 41：54．04 2．8�
815 レッドフォーチュン 牝4芦 55 川須 栄彦杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450－ 21：54．1� 21．0�
59 サンレイフローラ 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 436－ 41：54．2� 12．1�
22 マルシアーノ 牝4青鹿55 津村 明秀吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 5．1�
712 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 488± 0 〃 ハナ 13．4�
610 エーシンウェンディ 牝4栗 55 柴山 雄一	栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－10 〃 ハナ 11．9

713 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 丸田 恭介みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 480＋ 21：54．3クビ 5．5�
814 コーディリア 牝5青 55 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B462－ 21：55．15 26．8
611 メイショウブリエ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 418－ 21：55．84 193．3�
46 � カレンナデルガード 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬山科 統氏 奥村 武 浦河 富塚 元喜 B426＋ 21：56．11� 523．0�
58 キセキノチャンス 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 492＋12 〃 クビ 301．3�
11 � ナオミノエガオ 牝4栗 55 菱田 裕二塩澤 正樹氏 田中 章博 安平 ノーザンファーム B472－ 31：56．84 42．9�
47 コスモリボン 牝5栗 55

54 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 61：57．86 102．3�
34 カシノソラーレ 牝4栗 55 勝浦 正樹柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484＋ 31：58．22� 74．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，588，000円 複勝： 28，002，900円 枠連： 9，038，000円
馬連： 23，298，600円 馬単： 15，962，800円 ワイド： 14，316，900円
3連複： 38，639，300円 3連単： 57，681，000円 計： 204，527，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 290円 � 170円 � 500円 枠 連（2－3） 510円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，910円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 28，960円

票 数

単勝票数 計 175880 的中 � 19417（4番人気）
複勝票数 計 280029 的中 � 24182（7番人気）� 57085（1番人気）� 11904（8番人気）
枠連票数 計 90380 的中 （2－3） 13116（1番人気）
馬連票数 計 232986 的中 �� 13399（2番人気）
馬単票数 計 159628 的中 �� 4039（7番人気）
ワイド票数 計 143169 的中 �� 8158（2番人気）�� 1745（27番人気）�� 3591（11番人気）
3連複票数 計 386393 的中 ��� 5029（19番人気）
3連単票数 計 576810 的中 ��� 1470（87番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．6―13．2―12．4―12．3―12．8―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．9―50．1―1：02．5―1：14．8―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティアップレーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．3．9生 牝4芦 母 アドマイヤバレー 母母 シアラスダンサー 11戦2勝 賞金 17，270，000円
※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 テイエムライオネス号

14080 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7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

24 シャトルアップ �6栗 57
54 ▲小崎 綾也広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B492－16 56．5 4．8�

612 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 田中 博康蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 480＋ 6 57．13� 17．6�
611 アグネスアンジュ 牝6栗 55

52 ▲城戸 義政渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 474－ 4 57．2クビ 103．1�
35 � イッセキニチョウ 牡5鹿 57 吉田 隼人山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 462－ 4 〃 ハナ 27．9�
23 ネオザミスティック 牝6黒鹿 55

52 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470＋16 〃 クビ 112．5�
510 シ ェ ー ル 牝4芦 55 杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B448－ 2 57．3	 7．1	
48 ランパスキャット 牡4黒鹿57 柴山 雄一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488－12 〃 アタマ 6．5

815 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 482± 0 57．51
 8．9�
59 エクスプローラー 牡5青 57 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム 520－ 6 〃 ハナ 84．7�
714 パワフルラリマー 牝5栗 55 中舘 英二友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 484± 0 57．6クビ 3．4
816 リッカスウィープ �7鹿 57

54 ▲松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 468± 0 57．7	 35．7�
47 ガッダムアスカ 牝5芦 55

52 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 466＋10 57．8クビ 10．9�
12 � エヌワイグレース 牝5鹿 55 荻野 琢真サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 480＋ 6 57．9� 70．5�
11 � コウジンコラボ 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 462＋ 8 58．0	 154．0�
713 トウケイムーン 牡4栗 57 古川 吉洋木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 486＋16 〃 同着 12．4�
36 アグネスジャスパー 牝7黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 510＋22 58．1	 173．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，614，700円 複勝： 28，930，900円 枠連： 11，666，700円
馬連： 32，314，400円 馬単： 21，321，700円 ワイド： 16，537，200円
3連複： 52，328，400円 3連単： 81，943，100円 計： 264，657，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 480円 � 2，700円 枠 連（2－6） 4，860円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 6，920円 �� 10，550円

3 連 複 ��� 113，920円 3 連 単 ��� 671，940円

票 数

単勝票数 計 196147 的中 � 32692（2番人気）
複勝票数 計 289309 的中 � 43471（2番人気）� 15247（8番人気）� 2325（13番人気）
枠連票数 計 116667 的中 （2－6） 1774（20番人気）
馬連票数 計 323144 的中 �� 4590（24番人気）
馬単票数 計 213217 的中 �� 1596（48番人気）
ワイド票数 計 165372 的中 �� 2623（20番人気）�� 582（56番人気）�� 380（72番人気）
3連複票数 計 523284 的中 ��� 339（236番人気）
3連単票数 計 819431 的中 ��� 90（1292番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．0―45．0

上り4F44．2－3F33．6
勝馬の
紹 介

シャトルアップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tunerup デビュー 2011．6．5 東京5着

2008．4．11生 �6栗 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick 18戦3勝 賞金 25，140，000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。
（非抽選馬） 2頭 オウエイバスター号・スズカロードスター号



14081 5月24日 晴 稍重 （26新潟1）第7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

713 イ キ �4栗 57
54 ▲伴 啓太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 81：11．2 28．2�
814 ロレーヌクロス 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：11．3� 6．7�
34 シュナップス 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 444＋ 21：11．4� 20．9�
611� ヤマニンクレマ 牝4栗 55 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 476＋ 41：11．61	 103．9�
46 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 57 川須 栄彦諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440± 01：11．7
 120．2�
11 キクノブレイン 牡4黒鹿57 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 486＋ 6 〃 クビ 5．7�
35 ロマネクイーン 牝4鹿 55 中舘 英二村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B456－ 61：12．01
 20．5	
712 トーセンプリモ 牝5鹿 55 勝浦 正樹島川 
哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 508＋ 4 〃 アタマ 14．2�
610 サンライズトーク �4芦 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 472－ 21：12．1� 2．3�
815 カルブンクルス 牝5青 55 柴山 雄一髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 466± 01：12．2� 27．0
23 � ネオウーリボー 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 41：12．73 61．7�

58 � ゴールドシオン 牡6鹿 57
54 ▲原田 和真井上 久光氏 柴田 政人 新冠 八木 明広 502＋ 11：12．8
 355．0�

22 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 高倉 稜竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 480－ 41：13．43� 16．7�
47 � クリノロブソン 牡4黒鹿 57

54 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 432－181：13．5� 239．9�
59 アスターサンダー 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 522＋ 8 （競走中止） 6．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，000，100円 複勝： 30，984，900円 枠連： 11，110，500円
馬連： 30，784，500円 馬単： 20，259，600円 ワイド： 18，031，200円
3連複： 45，929，600円 3連単： 75，777，500円 計： 252，877，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 760円 � 220円 � 430円 枠 連（7－8） 1，630円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 3，220円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 26，780円 3 連 単 ��� 166，440円

票 数

単勝票数 計 200001 的中 � 5590（10番人気）
複勝票数 計 309849 的中 � 9340（10番人気）� 44342（3番人気）� 18227（7番人気）
枠連票数 計 111105 的中 （7－8） 5046（10番人気）
馬連票数 計 307845 的中 �� 3672（27番人気）
馬単票数 計 202596 的中 �� 1017（56番人気）
ワイド票数 計 180312 的中 �� 2401（23番人気）�� 1356（40番人気）�� 3358（14番人気）
3連複票数 計 459296 的中 ��� 1266（87番人気）
3連単票数 計 757775 的中 ��� 336（528番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．8―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．4
3 ・（2，5，10）15－（1，12）－6，14，13，11（7，4）－（3，8）＝9 4 ・（2，5，10）15－（1，12）－6，14，13，11，4－7（3，8）

勝馬の
紹 介

イ キ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Boundary デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．2．11生 �4栗 母 サーガノヴェル 母母 Thunder Maid 18戦2勝 賞金 17，570，000円
〔競走中止〕 アスターサンダー号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 アスターサンダー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 キクノセントロ号

14082 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 リリコイパイ 牝3鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 450± 02：03．4 8．4�

33 � エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 492＋ 42：03．5� 1．5�

77 アカノジュウハチ 牡3芦 56 勝浦 正樹根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 490－ 22：03．6	 11．6�
44 フロリダパンサー 牡3青鹿56 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B482＋ 42：03．91	 4．8�
88 ウインミラグロス 牡3栗 56 丸田 恭介�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 452－ 42：04．11� 15．7�
55 ウインステージ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 378＋ 22：04．2クビ 33．7	
22 ウルパラクア 牡3鹿 56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 442＋ 42：04．41
 32．0

66 テイエムゲッタドン 牡3栗 56 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 494－ 42：05．25 37．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，319，700円 複勝： 85，201，500円 枠連： 発売なし
馬連： 34，853，700円 馬単： 29，322，900円 ワイド： 15，832，300円
3連複： 43，480，700円 3連単： 150，274，200円 計： 386，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 200円 � 110円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 260円 �� 770円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 273197 的中 � 25686（3番人気）
複勝票数 計 852015 的中 � 47233（3番人気）� 595124（1番人気）� 31765（5番人気）
馬連票数 計 348537 的中 �� 50999（2番人気）
馬単票数 計 293229 的中 �� 13754（6番人気）
ワイド票数 計 158323 的中 �� 16636（3番人気）�� 4288（10番人気）�� 16843（2番人気）
3連複票数 計 434807 的中 ��� 27736（4番人気）
3連単票数 計1502742 的中 ��� 12009（25番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．3―12．7―13．9―13．2―12．7―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―37．2―49．9―1：03．8―1：17．0―1：29．7―1：41．1―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．7
3 ・（4，8）－（2，1，5）－（6，7）－3 4 4，8（2，1，5）（6，7）3

勝馬の
紹 介

リリコイパイ �

父 ディープインパクト �


母父 King’s Best デビュー 2013．11．3 京都9着

2011．4．18生 牝3鹿 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント 6戦2勝 賞金 15，703，000円



14083 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

816 フレイムヘイロー �6栗 57 柴山 雄一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 482± 01：09．1 26．3�
714 ストロングロビン 牡8鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 484± 01：09．41	 61．2�
611 ファントムロード 牡6鹿 57 津村 明秀�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 486－ 6 〃 ハナ 2．0�
24 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 416－ 21：09．5	 52．0�
12 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 474－ 2 〃 ハナ 6．7�
59 
� スピアナート 牝5鹿 55 秋山真一郎有限会社シルク�島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 460＋ 2 〃 クビ 6．1	
612 ブライトチェリー 牝4芦 55 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 466＋ 41：09．6	 14．3

23 � リバティーホール 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B446＋ 61：09．7 91．8�
36 オースミマイカ 牝6鹿 55 田中 博康�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B446＋ 4 〃 アタマ 45．7
11 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 熊沢 重文栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 510－ 41：09．8クビ 13．1�
713 レヴァンタール �5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444＋ 6 〃 クビ 63．6�
47 ケルンフォーティー 牡5栗 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 454－ 41：09．9クビ 20．2�
48 ディアイレイザー 牡5栗 57 西村 太一ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B490± 01：10．0	 47．5�
510� レディオスソープ 牝6栗 55 古川 吉洋大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 492－ 21：10．53 84．0�
815 サンキストロード 牡4鹿 57 菱田 裕二 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 516－ 21：10．71� 11．0�
35 ドリームフォワード 牡7栗 57 藤懸 貴志セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：11．12 162．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，609，900円 複勝： 56，248，100円 枠連： 27，760，100円
馬連： 98，839，400円 馬単： 60，833，000円 ワイド： 41，533，700円
3連複： 145，709，700円 3連単： 250，373，400円 計： 718，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 500円 � 930円 � 130円 枠 連（7－8） 5，560円

馬 連 �� 34，070円 馬 単 �� 69，390円

ワ イ ド �� 7，530円 �� 1，040円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 30，670円 3 連 単 ��� 307，450円

票 数

単勝票数 計 376099 的中 � 11289（8番人気）
複勝票数 計 562481 的中 � 21820（8番人気）� 10867（12番人気）� 191846（1番人気）
枠連票数 計 277601 的中 （7－8） 3691（19番人気）
馬連票数 計 988394 的中 �� 2141（70番人気）
馬単票数 計 608330 的中 �� 647（136番人気）
ワイド票数 計 415337 的中 �� 1312（65番人気）�� 10173（9番人気）�� 6323（18番人気）
3連複票数 計1457097 的中 ��� 3507（100番人気）
3連単票数 計2503734 的中 ��� 601（788番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 1，4，3，2（9，14）16（6，5，10，15）11（7，13）8－12 4 1（4，3）（2，9，14）（6，16）（10，15）（5，11，13）（7，8）12

勝馬の
紹 介

フレイムヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2010．7．17 小倉5着

2008．4．12生 �6栗 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 18戦4勝 賞金 46，058，000円
〔制裁〕 ブライトチェリー号の騎手勝浦正樹は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ケイアイヴァーゲ号・ケイアイユニコーン号・タガノルミナーレ号・ヒルノクオリア号

14084 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7日 第12競走 ��
��1，600�

さんじょう

三 条 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

814 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：34．8 6．2�
46 フ ァ ー ゴ 牝5栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 414－ 41：34．9� 11．5�
59 ニシノモンクス 牝4鹿 55 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 444＋ 41：35．0	 6．5�
47 ウインスラッガー 牡5栗 57 川須 栄彦�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 512＋ 2 〃 クビ 9．6�
35 ユキノユウダン 牡4栗 57 津村 明秀馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424± 01：35．1クビ 6．7	
712 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 川島 信二山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 476＋ 81：35．2	 93．4

23 サ ト ノ オ ー 牡6芦 57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B460＋ 41：35．3	 13．9�
610 ダノンドリーム 牡5青鹿57 菱田 裕二�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋141：35．4クビ 7．1�
713 グラントリノ 牝5栗 55 杉原 誠人加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 436－ 61：35．5	 194．5
815 サンマルホーム 牡4栗 57 勝浦 正樹相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 432＋ 21：35．71
 5．8�
22 プラチナテーラー 牝4鹿 55 小崎 綾也中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 アタマ 15．0�
58 � チャペルプリンセス 牝5栗 55 吉田 隼人有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 8 〃 ハナ 11．0�
11 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 468－ 61：36．02 203．7�
34 アメイジングアスク 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 436－ 61：36．1クビ 175．9�
611 マイネルコランダム 牡5青鹿57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：36．31	 27．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，404，500円 複勝： 49，058，300円 枠連： 20，501，500円
馬連： 63，779，000円 馬単： 34，312，400円 ワイド： 30，014，700円
3連複： 93，427，400円 3連単： 150，283，900円 計： 469，781，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 330円 � 230円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 750円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 44，280円

票 数

単勝票数 計 284045 的中 � 36563（2番人気）
複勝票数 計 490583 的中 � 66309（1番人気）� 35801（7番人気）� 59666（4番人気）
枠連票数 計 205015 的中 （4－8） 18017（2番人気）
馬連票数 計 637790 的中 �� 15235（12番人気）
馬単票数 計 343124 的中 �� 4520（19番人気）
ワイド票数 計 300147 的中 �� 7096（11番人気）�� 10240（3番人気）�� 5282（20番人気）
3連複票数 計 934274 的中 ��� 10956（11番人気）
3連単票数 計1502839 的中 ��� 2505（96番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．0―12．1―11．8―10．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．5―47．5―59．6―1：11．4―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルトゥバン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2010．9．20 阪神4着

2008．5．22生 牡6栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン 33戦2勝 賞金 42，347，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（26新潟1）第7日 5月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

157，200，000円
7，000，000円
1，550，000円
13，910，000円
62，171，000円
5，390，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
242，259，400円
436，835，800円
126，394，100円
413，295，900円
276，990，400円
214，006，600円
618，017，400円
1，086，096，900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 3，413，896，500円

総入場人員 8，778名 （有料入場人員 7，454名）
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