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14025 5月5日 曇 稍重 （30新潟1）第3日 第1競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：06．0良

58 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 538－ 43：10．3 4．3�
45 メイショウグジョウ 牡4栗 59 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 468－ 63：12．0大差 4．4�
34 シ シ オ ウ 牡4鹿 59 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 492－ 23：12．42� 27．1�
46 メイクアップ 牡7栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 8 〃 クビ 2．9�
712 トーアツキヒカリ �4鹿 59 草野 太郎高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 460＋ 43：12．71� 5．8�
33 ヴァルコイネン 牡7芦 60 山本 康志吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 474＋ 43：13．23 25．0	
69 ショウナンダリア 牝4青鹿57 上野 翔国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 480＋123：13．41 39．8

11 ヒラボクメジャー �4栗 59 大江原 圭�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 480± 03：14．25 88．8�
813 ラピッドシップ 牡4黒鹿59 高田 潤飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 472＋ 23：14．62� 14．5�
610 イマジンザット �5鹿 60 石神 深一林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 434－ 23：14．81� 38．7
814	 クリノメルクリウス �5鹿 60 佐久間寛志栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 430－203：15．75 87．4�
57 スリージェット 牡5栗 60 小野寺祐太永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 23：15．8� 22．6�
711 イナズママンボ 牝4鹿 57 難波 剛健小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 458＋ 63：16．01
 64．4�
22 カリスマフォンテン 牝5鹿 58 高野 和馬吉橋 興生氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 522＋ 83：22．4大差 170．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，842，800円 複勝： 16，338，400円 枠連： 9，168，700円
馬連： 24，167，600円 馬単： 13，341，100円 ワイド： 16，427，400円
3連複： 38，627，200円 3連単： 50，497，200円 計： 178，410，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 180円 � 770円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，620円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 45，300円

票 数

単勝票数 計 98428 的中 � 18075（2番人気）
複勝票数 計 163384 的中 � 32382（2番人気）� 25208（3番人気）� 3889（8番人気）
枠連票数 計 91687 的中 （4－5） 23240（1番人気）
馬連票数 計 241676 的中 �� 17647（4番人気）
馬単票数 計 133411 的中 �� 5083（7番人気）
ワイド票数 計 164274 的中 �� 10751（4番人気）�� 1525（27番人気）�� 1580（26番人気）
3連複票数 計 386272 的中 ��� 2258（35番人気）
3連単票数 計 504972 的中 ��� 808（122番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 50．3－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロフネフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 El Corredor デビュー 2013．11．24 東京3着

2011．3．1生 牡7鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 障害：6戦1勝 賞金 16，760，000円

14026 5月5日 晴 重 （30新潟1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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 クインズオライリー 牝3芦 54
52 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 444－ 21：56．4 8．1�

11 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 41：56．5� 1．5�
47 メイショウタンゴ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 460± 01：56．71� 12．5�
610 ガトーブリランテ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 464＋ 21：57．12� 13．1�
35 カッチャウカモネ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史北側 雅勝氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 446－ 61：57．31� 50．4�
22 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 �島 克駿	ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 61：57．51 40．3

712 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 444－ 21：57．92� 11．7�
34 クインズティガ 牝3栗 54 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 454－ 41：58．85 5．9�
58 バーキンブライアン 牝3栗 54 菅原 隆一新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 416－ 4 〃 アタマ 172．3
46 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 452－ 61：59．01� 103．9�
814 メモリーゴールデン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 464± 01：59．21� 120．1�
611 シ ュ ヌ ー ク 牝3青鹿54 長岡 禎仁 �様似共栄牧場 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 418－ 41：59．3クビ 357．6�
713 チャーミングテイル 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 456－ 6 〃 ハナ 248．2�
23 ルンルンマキシマム 牝3黒鹿54 西田雄一郎保谷フミ子氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 B456－222：00．04 205．5�
59 ダンツスパート 牝3栗 54 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 476＋ 82：02．1大差 253．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，344，000円 複勝： 79，117，200円 枠連： 7，466，000円
馬連： 30，365，000円 馬単： 19，526，100円 ワイド： 22，219，100円
3連複： 43，250，300円 3連単： 71，946，200円 計： 291，233，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 170円 � 110円 � 230円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 270円 �� 950円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 12，090円

票 数

単勝票数 計 173440 的中 � 16948（3番人気）
複勝票数 計 791172 的中 � 39673（3番人気）� 590323（1番人気）� 24285（6番人気）
枠連票数 計 74660 的中 （1－8） 10571（2番人気）
馬連票数 計 303650 的中 �� 40697（2番人気）
馬単票数 計 195261 的中 �� 8438（7番人気）
ワイド票数 計 222191 的中 �� 22871（2番人気）�� 5266（13番人気）�� 15464（4番人気）
3連複票数 計 432503 的中 ��� 21034（7番人気）
3連単票数 計 719462 的中 ��� 4311（35番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．8―12．9―12．6―12．7―13．4―13．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．4―50．3―1：02．9―1：15．6―1：29．0―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．8
1
3
14，7（4，2，15）（1，10）5（3，8）13，9（6，12）－11・（14，7）－15（4，10）2，1（6，12）5（3，8）13－（11，9）

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

勝馬の
紹 介

クインズオライリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．12．3 阪神9着

2015．4．21生 牝3芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツスパート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5日まで平地競走

に出走できない。

第１回 新潟競馬 第３日



14027 5月5日 晴 重 （30新潟1）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

610 ツウカイパイロ 牡3栗 56 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 500＋ 41：11．8 38．4�
814 クインズカトレア 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 410＋ 21：12．22� 16．5�
46 セトノシャトル 牡3栗 56 城戸 義政難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 514± 0 〃 ハナ 4．2�
59 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 414－ 41：12．3� 3．8�
47 タイセイレーベン 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 512－ 21：12．62 14．6�
58 タガノアルタイル 牡3鹿 56 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 21：12．7� 13．0�
713 ギ ラ ー ミ ン �3栗 56 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486± 01：12．8� 13．2	
611 ケ ル ー ス 牡3黒鹿56 菱田 裕二橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：12．9� 70．9

35 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B454－ 81：13．11 3．0�
712 サノノヒカリ 牡3鹿 56 丹内 祐次佐野 信幸氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 440＋ 61：13．52� 285．9�
11 ウィズデライト 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子西村 平氏 田島 俊明 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 41：14．03 16．9�
22 ミラクルパレット 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 446－ 81：14．63� 55．8�

34 ロ ス ロ ケ ス 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗�ラ・メール 寺島 良 浦河 辻 牧場 470 ―1：15．66 77．3�

815 ペイシャパイアン 牝3鹿 54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 新冠 隆栄牧場 504 ―1：15．91� 177．9�
23 メイショウエクボ 牝3栗 54 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 松栄牧場 386＋161：18．4大差 327．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，905，500円 複勝： 27，160，200円 枠連： 9，655，500円
馬連： 36，631，500円 馬単： 19，322，200円 ワイド： 26，843，400円
3連複： 52，258，400円 3連単： 62，620，900円 計： 253，397，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 900円 � 470円 � 220円 枠 連（6－8） 10，550円

馬 連 �� 20，720円 馬 単 �� 53，470円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 1，690円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 24，860円 3 連 単 ��� 241，490円

票 数

単勝票数 計 189055 的中 � 3930（9番人気）
複勝票数 計 271602 的中 � 6793（9番人気）� 14141（7番人気）� 39678（3番人気）
枠連票数 計 96555 的中 （6－8） 709（23番人気）
馬連票数 計 366315 的中 �� 1370（43番人気）
馬単票数 計 193222 的中 �� 271（89番人気）
ワイド票数 計 268434 的中 �� 1498（40番人気）�� 4082（20番人気）�� 7023（11番人気）
3連複票数 計 522584 的中 ��� 1576（68番人気）
3連単票数 計 626209 的中 ��� 188（513番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―12．4―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツウカイパイロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 カリスタグローリ デビュー 2017．10．15 京都4着

2015．3．31生 牡3栗 母 ツウカイヤスナム 母母 エスケーロイヤル 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャパイアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5日まで平地競

走に出走できない。
メイショウエクボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月5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 クリノカナロアオー号

14028 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第4競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （芝・外内）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．4良

68 シャインレッド �5鹿 60 石神 深一了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 安平 ノーザンファーム 508－ 43：35．7 6．5�

69 メイショウヤエヤマ 牡4鹿 59 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 520－ 83：36．44 8．7�
813 メイショウタカモリ 牡4芦 59 植野 貴也松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 498＋ 43：36．5クビ 14．6�
812 トーアディラン �5栗 61 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478± 03：36．6� 5．5�
44 メイショウライナー 牡8鹿 61 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 482－ 63：36．91� 4．4	
33 クラウンフレイム 牡6鹿 62 金子 光希�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 504＋ 63：37．53� 5．6

45 コスモストレンジ 牡4栗 59 山本 康志 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 23：37．71	 15．4�
711 ホーカーテンペスト �9栗 62 上野 翔 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B512＋ 23：38．76 6．9
56 ウォンテッド 牡8黒鹿62 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 498＋ 43：39．23 37．0�
22 キープトライン 牡8鹿 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B492－ 23：39．41	 108．7�
11 
 グリーティングワン 牡8黒鹿60 蓑島 靖典井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 23：39．5� 102．9�
57 ドリームハヤテ 牡8鹿 61 小坂 忠士ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 512－ 43：41．110 14．0�
710 マイネルゼーラフ 牡7青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 500－123：43．3大差 163．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 12，803，200円 複勝： 17，924，800円 枠連： 9，266，400円
馬連： 26，279，200円 馬単： 13，795，300円 ワイド： 18，048，100円
3連複： 41，657，000円 3連単： 50，886，000円 計： 190，660，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 340円 � 420円 枠 連（6－6） 3，210円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，520円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 13，490円 3 連 単 ��� 73，340円

票 数

単勝票数 計 128032 的中 � 15635（4番人気）
複勝票数 計 179248 的中 � 26147（2番人気）� 13095（7番人気）� 10005（8番人気）
枠連票数 計 92664 的中 （6－6） 2235（16番人気）
馬連票数 計 262792 的中 �� 6935（13番人気）
馬単票数 計 137953 的中 �� 1856（25番人気）
ワイド票数 計 180481 的中 �� 5005（13番人気）�� 3022（25番人気）�� 3598（19番人気）
3連複票数 計 416570 的中 ��� 2315（55番人気）
3連単票数 計 508860 的中 ��� 503（299番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 53．1－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインレッド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．27 東京6着

2013．2．14生 �5鹿 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 障害：4戦2勝 賞金 24，700，000円



14029 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：19．0
1：19．0

良
良

714 リビングマイライフ 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：22．4 2．7�

47 ネイビーアッシュ 牝3青鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468± 01：22．61� 6．0�
612 ゴールドシャッツ 牝3栗 54 津村 明秀 �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 420± 0 〃 クビ 10．2�
11 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 西田雄一郎柏木 務氏 清水 英克 日高 野島牧場 452± 01：22．7クビ 16．8�
12 スズカローレル 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 412＋ 6 〃 ハナ 10．9	
48 ピュールフォルス 牡3栗 56 �島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 6．1

23 ダイメイジャスミン 牝3鹿 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 392± 01：23．01� 13．7�
510 ニ ュ ム パ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 21：23．1クビ 150．4�
713 ケイアイマスクラ 牡3鹿 56 川須 栄彦亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 458 ―1：23．2� 69．0
36 サンドラフラッシュ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子林 正道氏 奥村 武 新冠 山岡ファーム 416－ 21：23．3� 24．5�
35 プ ラ ー ナ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 456± 01：23．51� 8．7�
815 メイショウシロタエ 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 446 ―1：23．6クビ 95．7�
24 ブルーオーキッド 牝3鹿 54 菱田 裕二 �コロンバスサークル 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 414 ―1：23．7� 63．3�
816 ブライティアシルク 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士小林 昌志氏 小野 次郎 平取 清水牧場 382 ―1：23．8� 58．0�
59 デルママオタイ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 450 ―1：24．01� 125．4�
611 エリーダイヤモンド 牝3栗 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 浦河 昭和牧場 410－141：25．49 288．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，062，200円 複勝： 31，799，300円 枠連： 12，776，300円
馬連： 34，401，900円 馬単： 16，473，600円 ワイド： 27，594，800円
3連複： 47，549，700円 3連単： 55，366，200円 計： 246，024，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 200円 � 250円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 380円 �� 540円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 9，480円

票 数

単勝票数 計 200622 的中 � 59314（1番人気）
複勝票数 計 317993 的中 � 63716（1番人気）� 39060（3番人気）� 27779（6番人気）
枠連票数 計 127763 的中 （4－7） 21299（1番人気）
馬連票数 計 344019 的中 �� 35387（1番人気）
馬単票数 計 164736 的中 �� 8943（1番人気）
ワイド票数 計 275948 的中 �� 19584（1番人気）�� 13120（3番人気）�� 6731（13番人気）
3連複票数 計 475497 的中 ��� 13732（3番人気）
3連単票数 計 553662 的中 ��� 4232（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．9―11．6―11．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―33．9―45．5―57．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リビングマイライフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．12．3 中京5着

2015．2．24生 牝3鹿 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 6戦1勝 賞金 8，700，000円
〔制裁〕 スズカローレル号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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。
（非当選馬） 2頭 ノーモアサイレンス号・ミスベル号

14030 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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
2：00．2
1：56．1

良
良

814 ルックスマート 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 474－ 42：03．8 4．0�

34 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 466± 02：04．11� 8．3�
610 コスモグラトナス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 62：04．31� 12．7�
57 マイキャラット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 452＋122：04．4� 10．6�
22 コウセイゲキソウ 牡3青鹿56 丸山 元気杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 484± 0 〃 クビ 6．9	
69 バララットゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 5．1

33 バトルハクオウ 牡3芦 56 勝浦 正樹宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 438－102：04．61� 31．3�
813 タイセイエクシード 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也田中 成奉氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 480 ―2：04．8� 84．2�
11 ソールライト 牡3芦 56 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 498－ 4 〃 アタマ 21．3
45 ツクバマカナ 牡3黒鹿56 丸田 恭介細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458＋ 4 〃 ハナ 6．9�
58 フラントイオ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 藤沢牧場 488＋ 62：05．22� 28．3�
712 モーフィアス 牡3鹿 56 津村 明秀�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444 ―2：05．62� 41．3�
46 キクノゼファー 牡3鹿 56 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 454＋102：05．81� 14．3�
711 ショウナンパーシア 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 486－ 42：06．22� 106．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，947，400円 複勝： 24，561，100円 枠連： 8，700，500円
馬連： 30，032，800円 馬単： 15，583，000円 ワイド： 23，580，200円
3連複： 41，150，500円 3連単： 51，348，800円 計： 210，904，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 290円 � 370円 枠 連（3－8） 1，760円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 690円 �� 930円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 34，150円

票 数

単勝票数 計 159474 的中 � 31602（1番人気）
複勝票数 計 245611 的中 � 43222（1番人気）� 20675（5番人気）� 15133（7番人気）
枠連票数 計 87005 的中 （3－8） 3812（10番人気）
馬連票数 計 300328 的中 �� 10942（7番人気）
馬単票数 計 155830 的中 �� 3859（9番人気）
ワイド票数 計 235802 的中 �� 8871（6番人気）�� 6369（11番人気）�� 8498（9番人気）
3連複票数 計 411505 的中 ��� 4086（27番人気）
3連単票数 計 513488 的中 ��� 1090（94番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―13．0―13．0―12．3―12．5―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．3―49．3―1：02．3―1：14．6―1：27．1―1：39．1―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
・（6，9）＝10，14－（4，7）5（3，8，11）（1，2）－13－12
6，10－9（4，14）7（3，5）（2，8）－1（13，11）12

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

勝馬の
紹 介

ルックスマート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．4 東京6着

2015．2．12生 牡3鹿 母 メイショウセイカ 母母 チアズグレイス 6戦1勝 賞金 7，300，000円



14031 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ジ オ ラ マ 牡5栗 57
55 △富田 暁�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 526－ 21：11．4 3．0�

610 ラインフィール 牡5栗 57
56 ☆木幡 巧也大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508± 0 〃 ハナ 5．3�

11 アメイズミー 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 11．0�
713� ダノンコスモス 牝4栗 55

54 ☆義 英真�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 468± 01：11．71� 4．2�
815 アドマイヤカロ 牡7栗 57

54 ▲川又 賢治近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 540－101：11．91 8．8�
712 スリーパスポート 牡5黒鹿 57

55 △森 裕太朗永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 486－ 91：12．0� 99．5	
35 リトルレグルス 牡4鹿 57

56 ☆井上 敏樹藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 506＋ 21：12．53 13．4

46 プリモガナドール 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 446－ 4 〃 アタマ 32．1�
814 レッドルドラ 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496－ 21：12．6� 32．6�
59 バナナボート 牡4栗 57

54 ▲服部 寿希田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 430± 0 〃 ハナ 38．4
58 レッドアメリア 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 454± 0 〃 アタマ 111．0�
611 ロードコメット �4栗 57

54 ▲山田 敬士 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 512＋ 6 〃 アタマ 41．8�
34 メ ー テ ィ ス 牝4鹿 55 伴 啓太ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 420－101：13．45 66．7�
23 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 480＋ 41：13．71� 14．8�
22 � アンヴェルス 牡4黒鹿57 原田 和真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 452＋ 21：13．91 141．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，739，800円 複勝： 36，907，500円 枠連： 10，591，400円
馬連： 43，777，300円 馬単： 20，653，000円 ワイド： 29，896，300円
3連複： 60，299，300円 3連単： 72，200，700円 計： 299，065，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 170円 � 350円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 390円 �� 840円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 247398 的中 � 65931（1番人気）
複勝票数 計 369075 的中 � 69764（1番人気）� 60815（3番人気）� 21195（7番人気）
枠連票数 計 105914 的中 （4－6） 12335（1番人気）
馬連票数 計 437773 的中 �� 46332（1番人気）
馬単票数 計 206530 的中 �� 11609（1番人気）
ワイド票数 計 298963 的中 �� 21682（2番人気）�� 8909（8番人気）�� 5140（16番人気）
3連複票数 計 602993 的中 ��� 13102（8番人気）
3連単票数 計 722007 的中 ��� 4786（18番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―12．1―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―45．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．3
3 ・（5，7）10（15，11，14）－1（2，12）（6，13）9－4－8，3 4 ・（5，7）10（15，14）11，1（2，6，12）13（4，9）＝8，3

勝馬の
紹 介

ジ オ ラ マ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．11．8 京都4着

2013．5．6生 牡5栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 18戦3勝 賞金 30，551，000円
〔発走状況〕 タイセイマルス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイセイマルス号は，平成30年5月6日から平成30年6月4日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オースミベリル号・コットンパール号

14032 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 サウンドスタジオ 牡5鹿 57 津村 明秀増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 486－ 21：54．2 8．2�
11 � ヤマカツリーダー �5黒鹿 57

54 ▲川又 賢治山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 464－ 4 〃 クビ 44．0�
47 アイヅヒリュウ 牡4鹿 57 吉田 隼人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 498－ 21：54．51� 6．6�
23 トウシンタイガー �5鹿 57

55 △森 裕太朗�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 508－ 21：54．6クビ 57．6�
22 カーネリアン 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488± 01：54．7	 7．5�
35 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 西田雄一郎キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 484＋ 6 〃 ハナ 25．3	
610 ハローマイディア 牡5黒鹿 57

55 △富田 暁飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 21：54．8	 5．7

34 � ル ー テ ィ ン 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也村上 卓史氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 508－ 61：55．12 40．7�
59 ウインドオブホープ �5栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 530± 0 〃 アタマ 6．5
611 エルメネジルド 牡6鹿 57

56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B480－ 21：55．2	 28．0�
58 クレスコブレイブ 牡4栗 57 菱田 裕二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B508－121：55．73 19．6�
814 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B456－ 4 〃 クビ 165．3�
815 レッドゼノン 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B464± 01：55．8クビ 6．4�
712 スズカマイゲスト 牡4鹿 57 
島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468－ 21：56．01	 8．1�
46 � セルバンテスカズマ 牡5黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 536＋182：01．6大差 21．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，253，200円 複勝： 30，444，400円 枠連： 11，854，300円
馬連： 39，136，900円 馬単： 17，305，700円 ワイド： 29，271，800円
3連複： 54，195，300円 3連単： 62，775，400円 計： 265，237，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 930円 � 190円 枠 連（1－7） 12，510円

馬 連 �� 19，270円 馬 単 �� 41，070円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 730円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 44，510円 3 連 単 ��� 301，400円

票 数

単勝票数 計 202532 的中 � 19626（7番人気）
複勝票数 計 304444 的中 � 33369（4番人気）� 6679（11番人気）� 50179（1番人気）
枠連票数 計 118543 的中 （1－7） 734（28番人気）
馬連票数 計 391369 的中 �� 1574（61番人気）
馬単票数 計 173057 的中 �� 316（122番人気）
ワイド票数 計 292718 的中 �� 1537（51番人気）�� 10886（5番人気）�� 1704（48番人気）
3連複票数 計 541953 的中 ��� 913（148番人気）
3連単票数 計 627754 的中 ��� 151（950番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―13．1―12．8―11．7―12．0―13．1―13．7―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．7―49．5―1：01．2―1：13．2―1：26．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F41．0
1
3
2（4，9）（7，6，8）（10，12）（1，3，11）（5，15）14－13・（2，4，9）－12（7，10，8）（5，11）－（1，3）13，15（6，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドスタジオ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Bernardini デビュー 2015．11．8 京都8着

2013．3．3生 牡5鹿 母 アートスタジオ 母母 Atelier 23戦2勝 賞金 25，670，000円
〔制裁〕 サウンドスタジオ号の騎手津村明秀は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルバンテスカズマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5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 アンリキャトル号



14033 5月5日 晴 良 （30新潟1）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 アドマイヤアロー 牝4鹿 55
52 ▲川又 賢治近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋ 81：59．6 4．5�

79 リリックドラマ 牝4鹿 55 城戸 義政ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：59．7� 4．8�

710 レッドリュンヌ 牝5栗 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428－ 22：00．23 14．4�
811 ルエヴェルロール 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420＋ 22：00．41� 4．2�

11 マ ン ハ イ ム 牝4栗 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 クビ 4．1	
812 ガーランドワルツ 牝4鹿 55

53 △富田 暁 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B476－ 42：00．82� 99．4

55 コスモレティクルム 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 82：01．12 46．5�
56 スイートメモリーズ 牝5黒鹿55 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 512＋ 62：01．42 29．0�
67 メイショウミハル 牝4栗 55 �島 克駿松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 460＋ 22：01．61 18．6
44 アピールバイオ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448－ 22：01．7� 7．9�
68 	 アスカダイヤモンド 牝4鹿 55 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434－ 22：02．01
 192．8�
33 クロスアミュレット 牝4鹿 55 川須 栄彦 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 62：03．27 34．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，980，600円 複勝： 26，671，100円 枠連： 9，136，900円
馬連： 36，123，900円 馬単： 18，957，000円 ワイド： 24，015，800円
3連複： 49，193，200円 3連単： 69，731，700円 計： 251，810，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 150円 � 260円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 500円 �� 900円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 22，830円

票 数

単勝票数 計 179806 的中 � 31277（3番人気）
複勝票数 計 266711 的中 � 45959（2番人気）� 51398（1番人気）� 21843（6番人気）
枠連票数 計 91369 的中 （2－7） 8070（4番人気）
馬連票数 計 361239 的中 �� 21832（6番人気）
馬単票数 計 189570 的中 �� 5972（11番人気）
ワイド票数 計 240158 的中 �� 12870（6番人気）�� 6723（11番人気）�� 5633（14番人気）
3連複票数 計 491932 的中 ��� 6709（21番人気）
3連単票数 計 697317 的中 ��� 2214（81番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．8―11．7―12．4―12．1―11．9―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．3―1：10．7―1：22．8―1：34．7―1：46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤアロー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．27 京都10着

2014．5．20生 牝4鹿 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 7戦2勝 賞金 13，800，000円

14034 5月5日 晴 稍重 （30新潟1）第3日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時50分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

89 マイネルアンファン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 61：54．0 4．9�

66 サンティーニ 牡3栗 56 川須 栄彦�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494－ 21：54．42� 3．9�
77 � アポロテネシー 牡3鹿 56 森 裕太朗アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

500± 01：54．5� 3．6�
78 キタサンタイドー 牡3黒鹿56 吉田 隼人�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 500－101：54．92� 13．8�
33 テーオーフォース 牡3黒鹿56 秋山真一郎小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466± 01：55．11	 6．7	
810 ロージズキング 牡3栗 56 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B506± 0 〃 クビ 14．5

44 マ グ マ 
3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 476－ 61：55．95 54．0�
11 トップホライゾン 牡3鹿 56 勝浦 正樹�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 496－ 21：57．8大差 9．5�
22 カレンガリアード 牡3黒鹿56 丸山 元気鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 454－ 61：58．75 9．5
55 ア レ ー グ ル 牡3鹿 56 城戸 義政安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 458－ 72：04．0大差 157．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，036，700円 複勝： 36，295，500円 枠連： 11，778，100円
馬連： 55，119，900円 馬単： 28，624，000円 ワイド： 34，890，800円
3連複： 70，834，100円 3連単： 111，008，000円 計： 377，587，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 390円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 290367 的中 � 47206（3番人気）
複勝票数 計 362955 的中 � 53616（3番人気）� 64011（2番人気）� 74623（1番人気）
枠連票数 計 117781 的中 （6－8） 14643（2番人気）
馬連票数 計 551199 的中 �� 42754（3番人気）
馬単票数 計 286240 的中 �� 8622（8番人気）
ワイド票数 計 348908 的中 �� 21420（3番人気）�� 22110（2番人気）�� 31914（1番人気）
3連複票数 計 708341 的中 ��� 51204（1番人気）
3連単票数 計1110080 的中 ��� 11830（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―13．1―12．7―12．2―12．9―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．6―1：02．3―1：14．5―1：27．4―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアンファン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟6着

2015．6．15生 牡3栗 母 マンデームスメ 母母 タイムスリップ 7戦2勝 賞金 19，294，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5日まで平地競走に
出走できない。



14035 5月5日 晴 良 （30新潟1）第3日 第11競走 ��
��1，000�

しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496± 0 56．3 9．0�
612 オーヴィレール 牝5芦 55 丸山 元気下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480＋ 2 56．72� 5．7�
815 ナインテイルズ 牡7栗 57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482－ 4 〃 クビ 14．2�
36 	 ヨ ン カ ー 
5芦 57 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

B536－ 2 56．8クビ 5．7�
611	 エリシェヴァ 牝5鹿 55 �島 克駿前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited B492＋ 6 56．9� 5．1�
816� スズカアーサー 牡9鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 502＋ 4 〃 クビ 95．9	
48 スペチアーレ 牝6鹿 55 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 498－ 6 57．11 6．0

12 ブラックバード 
6鹿 57 西田雄一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム B466＋ 2 57．2� 29．1�
23 スノーエンジェル 牝6芦 55 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 462－ 8 57．41 13．7
59 テイエムゲッタドン 
7栗 57 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B512－ 6 57．72 69．5�
714 ニシオボヌール 
6黒鹿57 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B486－ 4 58．12� 10．0�
713 ネオフレグランス 牝4青鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 8 〃 クビ 11．6�
47 モズワッショイ 牝5黒鹿55 木幡 巧也 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 424± 0 58．2� 82．6�
24 エリーティアラ 牝6青鹿55 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B470－12 58．3� 268．0�
35 イ オ ラ ニ 
7黒鹿57 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B486－ 2 58．4� 44．6�
11 ソレイユフルール 牝4黒鹿55 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 2 59．14 123．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，257，400円 複勝： 71，593，300円 枠連： 45，864，500円
馬連： 168，260，900円 馬単： 62，588，600円 ワイド： 87，737，600円
3連複： 258，367，300円 3連単： 308，481，800円 計： 1，054，151，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 220円 � 430円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，910円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 53，120円

票 数

単勝票数 計 512574 的中 � 45455（5番人気）
複勝票数 計 715933 的中 � 73068（5番人気）� 96439（2番人気）� 38073（9番人気）
枠連票数 計 458645 的中 （5－6） 32968（3番人気）
馬連票数 計1682609 的中 �� 61549（5番人気）
馬単票数 計 625886 的中 �� 10565（15番人気）
ワイド票数 計 877376 的中 �� 27984（5番人気）�� 11532（30番人気）�� 16150（21番人気）
3連複票数 計2583673 的中 ��� 19366（39番人気）
3連単票数 計3084818 的中 ��� 4210（197番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．3―44．3

上り4F44．3－3F34．0
勝馬の
紹 介

ダイメイプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．4．9生 牝5黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 18戦4勝 賞金 62，974，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ダイイチターミナル号・リバティーホール号・レッドラウダ号

14036 5月5日 晴 良 （30新潟1）第3日 第12競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

710 サトノルーラー 牡4黒鹿57 丸田 恭介里見 治紀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 81：47．6 9．2�
11 モ レ ッ キ 牡4黒鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478－10 〃 アタマ 6．3�
811 グレンマクナス 牡4鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506－ 41：47．81� 4．2�
56 � ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 490± 01：48．01� 6．3�
68 サトノクロノス 牡4青鹿57 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B446－ 41：48．1� 8．4	
812 ド ゥ オ ー モ 牡5鹿 57 小崎 綾也広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 476－ 2 〃 ハナ 3．4

67 フ ォ ン ス 牡5黒鹿57 菱田 裕二ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：48．2クビ 9．6�
33 サトノマサムネ 	4鹿 57 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448－121：48．73 71．1�
79 � コスモリョウゲツ 牡4鹿 57 丹内 祐次杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 ハナ 23．6
55 ウインクリムゾン 牡4鹿 57 黛 弘人�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：49．23 69．6�
44 クーペオブジェミニ 牡4栗 57 川又 賢治要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 456－ 41：49．73 128．6�
22 � トウシンスパーク 牡5黒鹿57 木幡 巧也�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 424＋121：49．91� 247．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，678，600円 複勝： 52，603，600円 枠連： 20，955，400円
馬連： 74，809，500円 馬単： 33，000，800円 ワイド： 46，356，500円
3連複： 97，026，000円 3連単： 144，512，200円 計： 506，942，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 220円 � 170円 枠 連（1－7） 2，360円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 28，480円

票 数

単勝票数 計 376786 的中 � 32728（6番人気）
複勝票数 計 526036 的中 � 44341（7番人気）� 60126（5番人気）� 94390（2番人気）
枠連票数 計 209554 的中 （1－7） 6879（11番人気）
馬連票数 計 748095 的中 �� 16589（17番人気）
馬単票数 計 330008 的中 �� 3547（37番人気）
ワイド票数 計 463565 的中 �� 10097（20番人気）�� 21547（5番人気）�� 30706（2番人気）
3連複票数 計 970260 的中 ��� 21085（12番人気）
3連単票数 計1445122 的中 ��� 3678（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―12．2―12．4―12．1―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．1―48．3―1：00．7―1：12．8―1：24．1―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．8
3 8（2，5）11，1（3，10）（9，6）7，12，4 4 8（5，11）（2，1，10，7）（3，6）9（12，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノルーラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2017．1．8 中山2着

2014．2．12生 牡4黒鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 7戦2勝 賞金 18，229，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（30新潟1）第3日 5月5日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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
厩務員出走奨励金

195，050，000円
1，300，000円
13，740，000円
1，390，000円
21，550，000円
68，585，500円
5，913，400円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
275，851，400円
451，416，400円
167，214，000円
599，106，400円
279，170，400円
386，881，800円
854，408，300円
1，111，375，100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 4，125，423，800円

総入場人員 18，223名 （有料入場人員 10，549名）
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