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14061 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走9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
1：07．5
1：06．5

良
良

816 ミッキーパパイア 牝3黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：09．5 20．3�

510 カクテルドレス 牝3芦 54 三浦 皇成 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 464－ 41：09．6� 4．5�

12 バイタルコード 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 松下 武士 新ひだか 矢野牧場 514＋101：09．7� 20．2�
24 コンセッションズ 牝3栗 54

52 △富田 暁山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 414＋ 21：09．91� 3．6�
35 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 津村 明秀サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 460－ 2 〃 クビ 15．5�
713 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 460＋101：10．0クビ 38．2	
612 ナンヨーセゾニエ 牝3鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 8 〃 クビ 46．5

611 エボニーマーブル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 日高 白井牧場 466± 01：10．1クビ 14．1�

815 タイセイアピール 牝3黒鹿54 丸山 元気田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．6�
11 ハガキノハナ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 404－ 21：10．31� 27．2
23 レディライク 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 414－ 41：10．51� 27．4�
714 ニシノアリオス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 430＋ 41：10．71� 68．1�
36 ニシノシノブ 牝3芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 442＋ 61：11．02 29．0�
47 クールウイン 牡3鹿 56 城戸 義政林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 466－101：11．1クビ 119．8�
48 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 458＋ 2 〃 クビ 6．1�
59 アイラブトントン 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也村田 哲朗氏 小野 次郎 新冠 村上牧場 460± 01：13．0大差 138．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，008，600円 複勝： 27，307，900円 枠連： 8，869，500円
馬連： 33，305，800円 馬単： 14，692，400円 ワイド： 24，422，000円
3連複： 50，308，300円 3連単： 56，226，300円 計： 228，140，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 600円 � 210円 � 880円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 6，730円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 45，290円 3 連 単 ��� 336，890円

票 数

単勝票数 計 130086 的中 � 5104（8番人気）
複勝票数 計 273079 的中 � 10783（7番人気）� 41711（3番人気）� 7098（9番人気）
枠連票数 計 88695 的中 （5－8） 7883（2番人気）
馬連票数 計 333058 的中 �� 4950（18番人気）
馬単票数 計 146924 的中 �� 989（39番人気）
ワイド票数 計 244220 的中 �� 3469（20番人気）�� 920（54番人気）�� 2760（24番人気）
3連複票数 計 503083 的中 ��� 833（110番人気）
3連単票数 計 562263 的中 ��� 121（745番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーパパイア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．12 新潟8着

2015．3．16生 牝3黒鹿 母 スターシンフォニー 母母 クイックリトルミス 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイラブトントン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月13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

14062 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：09．2
1：08．7

重
重

611 トウケイゴコウ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 426－ 41：12．1 5．0�

59 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 488－ 21：12．73� 3．4�

713 ホ マ レ 牝3鹿 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 470 ―1：12．91� 29．7�

11 メイショウルチル 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 460 ― 〃 ハナ 5．0�

610 テーオーパートナー 牝3栗 54 丸山 元気小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 472－ 4 〃 ハナ 8．0�
23 ダテノライトニング 牝3栗 54 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 456± 0 〃 クビ 11．5	
47 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 492＋ 4 〃 ハナ 9．4

58 ラブリースマッシュ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 448＋ 81：13．32� 60．0�
712 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 61：13．62 26．3�
815 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B482± 0 〃 クビ 18．8
22 シエラミノル 牝3鹿 54 �島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 446 ―1：13．7クビ 46．9�
46 ミ リ ラ ニ 牝3栗 54

52 △富田 暁 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：14．44 27．9�
814 メモリーハート 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 成隆牧場 436 ―1：14．82� 29．1�
34 ダイヤモンドビーム 牝3栗 54 西田雄一郎北原光一郎氏 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 446± 01：15．01� 191．2�
35 フォールライン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 406± 01：15．53 122．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，917，400円 複勝： 26，434，000円 枠連： 8，630，500円
馬連： 29，468，500円 馬単： 14，179，400円 ワイド： 21，136，100円
3連複： 39，446，500円 3連単： 46，587，300円 計： 201，799，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 130円 � 760円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，960円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 40，400円

票 数

単勝票数 計 159174 的中 � 25058（3番人気）
複勝票数 計 264340 的中 � 51051（2番人気）� 68844（1番人気）� 5390（11番人気）
枠連票数 計 86305 的中 （5－6） 22259（1番人気）
馬連票数 計 294685 的中 �� 37956（1番人気）
馬単票数 計 141794 的中 �� 7705（2番人気）
ワイド票数 計 211361 的中 �� 21736（1番人気）�� 1660（36番人気）�� 2216（25番人気）
3連複票数 計 394465 的中 ��� 3229（27番人気）
3連単票数 計 465873 的中 ��� 836（120番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．3―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイゴコウ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．4．23生 牝3鹿 母 ギオンゴールド 母母 マルタカウィーラ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ホマレ号の騎手津村明秀は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・1番）
〔その他〕 ホマレ号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ムテキノオジョウ号

第１回 新潟競馬 第６日



14063 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

58 ラ イ ナ ス 牡3栗 56 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 468－ 41：54．5 15．3�
35 セイリスペクト 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B464－ 41：54．6� 10．5�
712 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468－ 21：55．02� 3．4�
46 サトノプレスト 牡3鹿 56 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B476－ 41：55．1� 8．9�
713 スマートフレイ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也トニー倶楽部 粕谷 昌央 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496－ 41：55．2� 7．9	
23 サンライズセイハ 牡3鹿 56 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 476± 01：55．62� 77．8

34 ホウオウウィング 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 472± 0 〃 クビ 123．4�
610 ピクシーピュール 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－20 〃 アタマ 11．1�
815 アンナベルガイト 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 518－ 61：56．02� 14．2
22 プリズムレイン 牡3鹿 56 津村 明秀堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 462＋ 21：56．32 136．8�
47 ティーエスプレッソ �3栗 56

55 ☆義 英真深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 474－ 21：56．61� 43．9�
59 エ ケ ト ロ ス 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 490± 01：57．66 38．8�
11 デルマアワモリ 牡3栗 56 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：58．66 212．6�
814 モダンジャイブ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 518－ 81：58．7� 3．1�
611 サムソンフォンテン 牡3黒鹿56 伊藤 工真吉橋 興生氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 482－282：04．0大差 193．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，547，300円 複勝： 25，321，000円 枠連： 9，580，400円
馬連： 28，438，700円 馬単： 15，236，200円 ワイド： 21，755，100円
3連複： 41，376，000円 3連単： 51，709，500円 計： 210，964，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 320円 � 230円 � 150円 枠 連（3－5） 3，950円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 16，160円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 950円 �� 770円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 68，910円

票 数

単勝票数 計 175473 的中 � 9159（8番人気）
複勝票数 計 253210 的中 � 16932（7番人気）� 26315（4番人気）� 53829（1番人気）
枠連票数 計 95804 的中 （3－5） 1876（13番人気）
馬連票数 計 284387 的中 �� 2933（25番人気）
馬単票数 計 152362 的中 �� 707（55番人気）
ワイド票数 計 217551 的中 �� 3279（22番人気）�� 5899（12番人気）�� 7469（7番人気）
3連複票数 計 413760 的中 ��� 4056（24番人気）
3連単票数 計 517095 的中 ��� 544（230番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．1―13．7―13．1―12．6―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．2―50．9―1：04．0―1：16．6―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
5，15（8，13）－（2，3）12，10（4，6，14）9，7＝11，1
5（15，13）（8，12）（3，9）（2，6，7）14（10，4）＝1＝11

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ナ ス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．30 小倉2着

2015．3．26生 牡3栗 母 ナイトフライト 母母 ダウンライトオールライト 8戦1勝 賞金 9，600，000円
〔その他〕 サムソンフォンテン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 サムソンフォンテン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月13日まで出走できない。
※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 ペイシャデザイヤー号

14064 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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

46 ミヤコギムレット �4鹿 59 石神 深一吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472± 03：09．7 5．9�

711 ブ ル ノ 牡4栗 59 難波 剛健北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 43：09．8� 15．0�
45 シーライオン 牡4黒鹿59 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 488± 03：10．11� 2．3�
610 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460± 03：10．52� 7．1�
69 スマートガイア �6鹿 60 浜野谷憲尚トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム B472± 0 〃 ハナ 117．6�
33 ココスタイル 牡6芦 60 山本 康志林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 522－ 63：10．81� 13．0	
814 パルナッソス �4芦 59 高野 和馬 
キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 478－ 23：10．9� 12．5�
813 アイファーマグオー 牡6栗 60 熊沢 重文中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 516－ 83：11．75 39．3�
34 メイショウゴテツ 牡5青鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 474－123：11．91	 7．5
11 ショークール 牡5栗 60 草野 太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 514± 03：12．22 174．5�
57 ジャストドゥイング 牡6鹿 60 林 満明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546－123：13．15 13．6�
22 ジャストフォーユー �6鹿 60 上野 翔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 480＋143：14．69 67．1�
712
 ゴールドミライ 牝5鹿 58 蓑島 靖典 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 452－ 63：16．4大差 253．1�
58 
 ムーンドロップ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 452－ 4 （競走中止） 26．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，718，900円 複勝： 13，970，900円 枠連： 8，638，700円
馬連： 22，246，000円 馬単： 12，927，300円 ワイド： 15，814，600円
3連複： 36，675，500円 3連単： 49，982，000円 計： 172，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 220円 � 130円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 880円 �� 250円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 13，830円

票 数

単勝票数 計 127189 的中 � 17042（2番人気）
複勝票数 計 139709 的中 � 19277（2番人気）� 13398（5番人気）� 35346（1番人気）
枠連票数 計 86387 的中 （4－7） 7620（5番人気）
馬連票数 計 222460 的中 �� 5115（13番人気）
馬単票数 計 129273 的中 �� 1891（18番人気）
ワイド票数 計 158146 的中 �� 4113（11番人気）�� 18952（1番人気）�� 6424（6番人気）
3連複票数 計 366755 的中 ��� 15950（3番人気）
3連単票数 計 499820 的中 ��� 2619（28番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．4－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤコギムレット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．11 中山7着

2014．3．15生 �4鹿 母 サンアイブライト 母母 パルブライト 障害：4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 ムーンドロップ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ヤマニンシルフ号の騎手小坂忠士は，2号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：13番）

ミヤコギムレット号の騎手石神深一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）



14065 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第5競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時00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

68 キャニオンロード �5鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480－ 43：09．4 7．6�
711 ウインインスパイア 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 466＋ 43：09．93 4．2�
56 フォルテメンテ 牡4鹿 59 上野 翔伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 516－ 63：10．0� 82．6�
44 � エイシンスペーシア �7栗 60 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 460＋ 23：11．06 2．9�
22 ウインカートゥーン 牡5黒鹿60 小坂 忠士�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 498－ 6 〃 クビ 18．5	
813 ブラックドーン 牡4鹿 59 草野 太郎吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 532＋123：11．21� 39．3

812 ニシノキャプテン 牡4鹿 59 熊沢 重文西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 496＋103：12．05 16．3�
69 ガルガンチュア 牡5栗 60 小野寺祐太渡邊 隆氏 伊藤 正徳 苫小牧 藤澤 昭勝 436－ 23：12．1クビ 10．0�
33 エスポワールパレス 牡4鹿 59 黒岩 悠小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 504± 03：12．63 27．7
45 � フレンドリトル 牡5芦 60 高野 和馬戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 448－ 83：14．6大差 143．0�
11 ワンフォーオール �4芦 59 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－103：15．13 25．5�
57 オースミナイン 牡8鹿 60 森 一馬�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 470－ 8 （競走中止） 15．3�
710 ガ ン ジ ー 牡7栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504－ 2 （競走中止） 6．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，641，300円 複勝： 16，320，600円 枠連： 9，336，000円
馬連： 26，364，800円 馬単： 14，469，900円 ワイド： 18，454，200円
3連複： 40，305，700円 3連単： 55，401，700円 計： 195，294，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 170円 � 940円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 790円 �� 5，720円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 24，310円 3 連 単 ��� 134，780円

票 数

単勝票数 計 146413 的中 � 15365（4番人気）
複勝票数 計 163206 的中 � 13640（5番人気）� 32530（2番人気）� 3519（11番人気）
枠連票数 計 93360 的中 （6－7） 10313（3番人気）
馬連票数 計 263648 的中 �� 9615（7番人気）
馬単票数 計 144699 的中 �� 2444（17番人気）
ワイド票数 計 184542 的中 �� 6290（7番人気）�� 803（55番人気）�� 2035（29番人気）
3連複票数 計 403057 的中 ��� 1243（78番人気）
3連単票数 計 554017 的中 ��� 298（410番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 49．7－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャニオンロード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京5着

2013．3．24生 �5鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 オースミナイン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため1周目4コーナーで競走中止。

ガンジー号は，競走中に異常歩様となったため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ガンジー号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。

14066 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時35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

713 ハイエストクイーン 牝3黒鹿 54
52 △富田 暁山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：55．6 7．4�

712 ナンゴクユメネット 牝3栗 54
51 ▲川又 賢治渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 444－14 〃 クビ 23．2�

35 フィナリザール 牝3栃栗 54
52 △森 裕太朗 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462＋121：55．7クビ 11．9�

34 サンローレンス 牝3青鹿 54
51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 440－101：55．91� 86．6�
610 ブルベアクワイ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458± 01：56．0クビ 6．2	
59 キクノロージズ 牝3芦 54 津村 明秀菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 468± 01：56．42� 3．9

814 アイスミディ 牝3栗 54 �島 克駿村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 438－121：56．5クビ 9．4�
23 ダノンチェリー 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 41：56．6� 14．3�
22 ザリーティー 牝3栗 54 三浦 皇成中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 442± 01：57．02� 14．0
611 レッドプリモ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420－ 41：57．42� 6．5�
58 マ ク ル ー バ 牝3芦 54 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 462± 0 〃 ハナ 135．5�
46 アイサンクダディー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 422± 01：57．5� 8．7�
815 ブ ラ ー ノ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：57．6� 40．5�
11 ハシレウマザンマイ 牝3栗 54 菱田 裕二鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 436＋161：59．5大差 165．9�
47 プリンセスビアンカ 牝3芦 54 丸山 元気�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 460＋122：00．56 68．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，550，900円 複勝： 31，517，800円 枠連： 11，767，200円
馬連： 37，285，900円 馬単： 18，761，500円 ワイド： 28，962，000円
3連複： 54，775，500円 3連単： 71，078，400円 計： 275，699，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 300円 � 930円 � 490円 枠 連（7－7） 9，470円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，580円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 38，460円 3 連 単 ��� 205，300円

票 数

単勝票数 計 215509 的中 � 23025（4番人気）
複勝票数 計 315178 的中 � 30550（4番人気）� 8141（10番人気）� 16670（8番人気）
枠連票数 計 117672 的中 （7－7） 962（23番人気）
馬連票数 計 372859 的中 �� 4236（33番人気）
馬単票数 計 187615 的中 �� 1278（53番人気）
ワイド票数 計 289620 的中 �� 3619（30番人気）�� 4792（22番人気）�� 1344（49番人気）
3連複票数 計 547755 的中 ��� 1068（121番人気）
3連単票数 計 710784 的中 ��� 251（665番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．9―13．5―12．9―12．7―13．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．3―50．8―1：03．7―1：16．4―1：29．8―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエストクイーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．9 京都13着

2015．5．6生 牝3黒鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 6戦1勝 賞金 7，250，000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 シゲルミズナ号



14067 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第7競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 カ ラ ル 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 62：00．2 2．9�
33 トーアライジン 牡5芦 57

56 ☆小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498＋ 62：00．3� 9．6�
44 ヒドゥンパラメータ 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458＋ 42：00．51� 8．6�
811 レッドアルカナ 牝5鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488－ 42：00．6� 5．7�
68 ガウディウム 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 5．1	
56 ス テ フ ィ ン 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466－ 42：00．7クビ 28．2

79 キャノンストーム 牡5黒鹿57 �島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504± 02：00．8� 36．1�
710� ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57 菱田 裕二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 450－ 22：01．12 18．0�
22 � ホウオウジャンプ 牡4鹿 57 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 6．3
812� シチテンハッキ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 456＋ 2 〃 ハナ 91．7�
55 アドナルシー 牡5黒鹿57 勝浦 正樹�辻牧場 中舘 英二 浦河 辻 牧場 500＋122：02．05 53．4�
67 � フィールザサンダー 牡4鹿 57 川須 栄彦櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 02：02．1� 53．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，585，500円 複勝： 26，617，500円 枠連： 7，200，500円
馬連： 30，055，400円 馬単： 16，110，800円 ワイド： 20，508，400円
3連複： 41，094，400円 3連単： 59，520，500円 計： 219，693，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 250円 � 240円 枠 連（1－3） 1，890円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 670円 �� 510円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 185855 的中 � 50268（1番人気）
複勝票数 計 266175 的中 � 78947（1番人気）� 21386（6番人気）� 23561（5番人気）
枠連票数 計 72005 的中 （1－3） 2943（9番人気）
馬連票数 計 300554 的中 �� 11902（8番人気）
馬単票数 計 161108 的中 �� 3837（12番人気）
ワイド票数 計 205084 的中 �� 7889（8番人気）�� 10715（4番人気）�� 4729（17番人気）
3連複票数 計 410944 的中 ��� 8492（13番人気）
3連単票数 計 595205 的中 ��� 2686（46番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．7―12．0―12．5―12．4―12．3―11．4―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．5―36．2―48．2―1：00．7―1：13．1―1：25．4―1：36．8―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 12（5，8）（7，3）（6，9）（1，10）（4，11）2 4 12（5，8）（7，3）（6，9）（1，10）11（2，4）

勝馬の
紹 介

カ ラ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 京都9着

2014．5．13生 牡4黒鹿 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー 14戦2勝 賞金 24，194，000円

14068 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

812 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：53．6 5．5�

44 ショウブニデル 牡4青鹿 57
56 ☆木幡 初也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 498－101：53．7� 5．8�

813 メイクグローリー 牡4栗 57
55 △富田 暁ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 468± 0 〃 ハナ 13．2�

710� ブレイクエース 牡6鹿 57
56 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 45．0�
33 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57

56 ☆義 英真深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B508＋ 21：53．8クビ 3．9	
68 ノーブルスノー 牝5芦 55

52 ▲横山 武史吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B490－ 61：53．9� 3．4

22 レッドゼノン 牡4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B460－ 41：54．22 14．8�
69 リセンティート 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508± 01：54．3� 25．0�
57 ジャストヒーロー 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B458＋ 21：54．51� 31．6
711� フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 504－ 2 〃 クビ 31．0�
56 レッドヴェルサス 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504＋ 61：54．6クビ 15．7�
11 リネンソング 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 484± 0 〃 アタマ 119．3�
45 スリーミュージアム 牡5鹿 57 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B430－ 21：54．81� 71．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，584，200円 複勝： 23，969，400円 枠連： 8，600，800円
馬連： 31，273，600円 馬単： 16，362，700円 ワイド： 23，212，200円
3連複： 42，077，300円 3連単： 56，213，600円 計： 219，293，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 210円 � 390円 枠 連（4－8） 1，340円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，200円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 38，370円

票 数

単勝票数 計 175842 的中 � 25149（3番人気）
複勝票数 計 239694 的中 � 31788（4番人気）� 33028（3番人気）� 13677（6番人気）
枠連票数 計 86008 的中 （4－8） 4959（6番人気）
馬連票数 計 312736 的中 �� 13534（6番人気）
馬単票数 計 163627 的中 �� 3150（12番人気）
ワイド票数 計 232122 的中 �� 8417（6番人気）�� 4933（12番人気）�� 3356（23番人気）
3連複票数 計 420773 的中 ��� 3524（26番人気）
3連単票数 計 562136 的中 ��� 1062（109番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．6―12．9―12．7―12．1―12．8―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．4―50．3―1：03．0―1：15．1―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ン ト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．10．10 京都4着

2014．2．9生 牡4栗 母 グレイスファミリー 母母 ラトラヴィアータ 13戦2勝 賞金 18，350，000円
〔制裁〕 アヴァント号の騎手川又賢治は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・2番・8番・5番）
※出走取消馬 マサハヤスター号（疾病〔疝痛〕のため）



14069 5月13日 小雨 良 （30新潟1）第6日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

69 サイモンミラベル 牝4栗 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 458± 01：11．9 7．1�
610 サトノレーヌ 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432－ 41：12．0� 8．4�
33 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 6 〃 クビ 2．0�
45 エ ル ヴ ス 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 468＋ 41：12．1� 31．9�
46 クリノセゴビア 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 452＋ 81：12．2クビ 23．2	
11 � トラストエンジェル 牝4黒鹿55 菱田 裕二菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 422＋ 21：12．3� 117．0

34 メイショウカズヒメ 牝4鹿 55

53 △富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 482＋ 21：12．4� 14．4�
813 ダークプリンセス 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：12．61� 5．3�
711 ニシノレディー 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 444± 01：13．02� 32．1
712 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 12．2�
814 ノボミリオンヌ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446＋ 21：13．1� 99．6�
57 キ ク ノ レ レ 牝4黒鹿55 黛 弘人菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 462＋ 4 〃 クビ 28．0�
58 コットンパール 牝5鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 448＋ 41：13．31� 127．0�
22 � アイファーチェンジ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 412± 01：13．83 312．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，480，000円 複勝： 24，121，700円 枠連： 11，483，500円
馬連： 41，948，600円 馬単： 23，745，100円 ワイド： 26，378，300円
3連複： 53，340，700円 3連単： 87，613，500円 計： 291，111，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 200円 � 120円 枠 連（6－6） 3，000円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 720円 �� 330円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 計 224800 的中 � 25206（3番人気）
複勝票数 計 241217 的中 � 33840（3番人気）� 23630（4番人気）� 70575（1番人気）
枠連票数 計 114835 的中 （6－6） 2964（11番人気）
馬連票数 計 419486 的中 �� 10705（11番人気）
馬単票数 計 237451 的中 �� 3133（20番人気）
ワイド票数 計 263783 的中 �� 8533（9番人気）�� 21641（2番人気）�� 19184（3番人気）
3連複票数 計 533407 的中 ��� 21127（4番人気）
3連単票数 計 876135 的中 ��� 3642（45番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．3―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．3―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンミラベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．21 小倉4着

2014．1．14生 牝4栗 母 ミ リ ア ム 母母 ウェルカムミレニアム 15戦2勝 賞金 20，050，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔制裁〕 クリノセゴビア号の騎手川又賢治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

14070 5月13日 雨 良 （30新潟1）第6日 第10競走 ��2，200�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走14時40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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

810 シャリオヴァルト �5鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 82：16．4 5．0�

89 ハギノカエラ 牝5栗 55 菱田 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 408± 0 〃 アタマ 9．9�
11 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 452＋ 8 〃 ハナ 9．9�
33 リリーモントルー 牡4鹿 57 木幡 巧也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 4 〃 クビ 3．2�
66 ブライトクォーツ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：16．5� 3．3	
44 コスモスピード 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 454＋ 62：16．6	 11．4

77 レッドグルック 牡7鹿 57 小崎 綾也 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 492－ 22：16．91	 24．9�
78 
 ベルウッドミライ 牡4黒鹿57 丸山 元気鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 470＋122：17．64 11．9�
22 マテラフィールド 牡4栗 57 勝浦 正樹大野 剛嗣氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 468－ 22：18．55 37．7

（9頭）
55 ジュニエーブル 牡4鹿 57 西田雄一郎柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 444－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，008，200円 複勝： 25，872，900円 枠連： 9，638，900円
馬連： 40，187，600円 馬単： 21，273，600円 ワイド： 25，056，800円
3連複： 45，695，700円 3連単： 71，367，600円 計： 261，101，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 260円 � 310円 枠 連（8－8） 2，270円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 760円 �� 860円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 30，480円

票 数

単勝票数 差引計 220082（返還計 16620） 的中 � 35048（3番人気）
複勝票数 差引計 258729（返還計 19910） 的中 � 40047（3番人気）� 24525（4番人気）� 19941（6番人気）
枠連票数 差引計 96389（返還計 18670） 的中 （8－8） 3286（12番人気）
馬連票数 差引計 401876（返還計 84730） 的中 �� 13207（13番人気）
馬単票数 差引計 212736（返還計 43605） 的中 �� 4337（16番人気）
ワイド票数 差引計 250568（返還計 51821） 的中 �� 8655（12番人気）�� 7551（13番人気）�� 4187（23番人気）
3連複票数 差引計 456957（返還計175436） 的中 ��� 5515（27番人気）
3連単票数 差引計 713676（返還計269515） 的中 ��� 1697（113番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．3―13．3―13．1―12．9―12．6―12．3―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―25．2―37．5―50．8―1：03．9―1：16．8―1：29．4―1：41．7―1：53．2―2：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
1，6（2，4，8）－10，3，9，7・（1，6）8，4（2，10）（3，9）7

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

勝馬の
紹 介

シャリオヴァルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill デビュー 2015．11．28 東京2着

2013．4．20生 �5鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 19戦3勝 賞金 41，016，000円
〔競走除外〕 ジュニエーブル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 シャリオヴァルト号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



14071 5月13日 雨 稍重 （30新潟1）第6日 第11競走 ��1，800�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左・外）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

67 ダノンキングダム 牡4栗 57 津村 明秀�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：46．8 4．2�
66 シンギュラリティ 牡4鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 1．8�
78 � シンボリタピット 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 496＋ 6 〃 アタマ 25．7�
11 � フィールドシャルム 牡5鹿 57 森 裕太朗岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 61：47．22� 80．5�
33 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B456＋ 41：47．41	 12．9�
79 ブ リ ラ ー レ 牡4栗 57 杉原 誠人早野 誠氏 斉藤 崇史 洞
湖 レイクヴィラファーム 468－ 41：47．5� 9．4	
44 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 504－ 21：47．6クビ 8．6

810 メイショウミツボシ 牡6鹿 57 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 482＋ 81：47．91� 31．6�
55 ディープウェーブ 牡8青鹿57 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 81：48．0� 15．4�
22 オンタケハート 牡7鹿 57 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 492± 01：48．1� 33．4
811 トライブキング 牡5鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：48．31� 80．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，986，100円 複勝： 62，509，100円 枠連： 23，558，100円
馬連： 109，983，300円 馬単： 59，164，700円 ワイド： 54，454，800円
3連複： 151，487，000円 3連単： 299，423，600円 計： 798，566，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 330円 枠 連（6－6） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，110円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 379861 的中 � 71129（2番人気）
複勝票数 計 625091 的中 � 78579（2番人気）� 327454（1番人気）� 20854（7番人気）
枠連票数 計 235581 的中 （6－6） 48978（1番人気）
馬連票数 計1099833 的中 �� 222930（1番人気）
馬単票数 計 591647 的中 �� 49295（2番人気）
ワイド票数 計 544548 的中 �� 90160（1番人気）�� 10647（15番人気）�� 15893（10番人気）
3連複票数 計1514870 的中 ��� 52326（7番人気）
3連単票数 計2994236 的中 ��� 22631（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．8―11．9―11．6―11．5―11．6―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―47．9―59．5―1：11．0―1：22．6―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Azamour デビュー 2016．12．11 中京1着

2014．2．9生 牡4栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 11戦3勝 賞金 43，069，000円
※出走取消馬 チャレアーダ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

14072 5月13日 曇 稍重 （30新潟1）第6日 第12競走 ��1，000�
ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 ミキノドラマー 牡5鹿 57 三浦 皇成谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 492＋10 55．3 5．9�
714 ペイシャゲラン 牝4栗 55 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 B436－ 6 55．72� 26．9�
36 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 478＋ 2 〃 クビ 7．3�
12 ウインストラグル 牡4黒鹿57 丸山 元気�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 490＋ 4 55．8クビ 17．2�
816 アリエスムーン 牝7青鹿55 富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444± 0 〃 ハナ 6．5�
24 ガーシュウィン 牡4鹿 57 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋16 〃 クビ 108．4	
47 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 55 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 466－ 2 56．11� 5．2

59 サンタアズライト �4栗 57 服部 寿希岡田 壮史氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 56．31� 19．2�
48 �	 ボスキャットグレイ 牡5芦 57 森 裕太朗林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 474＋12 〃 ハナ 16．3�
815 スマートダフネ 牝4栗 55 
島 克駿大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B460＋10 56．51� 22．5
35 チェアーグライド �4栗 57 木幡 初也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 496－ 6 56．92� 103．2�
612	 ニシノアンジュ 牝6栗 55 宮崎 北斗西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 472＋ 8 〃 クビ 10．8�
713	 ミラクルローカス 牝4青鹿55 横山 武史飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444－ 4 57．11 20．6�
11 � グリターテソーロ 牡4鹿 57 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Steve Hol-
liday B484－ 2 57．63 99．9�

23 パールズベスト 牝4青鹿55 津村 明秀谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 432－10 57．91� 6．3�
611� ル イ 牡4鹿 57 川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B540＋20 58．0� 46．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，835，300円 複勝： 55，739，900円 枠連： 30，655，300円
馬連： 112，046，500円 馬単： 46，081，800円 ワイド： 63，983，600円
3連複： 170，315，900円 3連単： 218，411，100円 計： 741，069，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 840円 � 250円 枠 連（5－7） 2，170円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 13，640円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 930円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 22，240円 3 連 単 ��� 120，960円

票 数

単勝票数 計 438353 的中 � 59209（2番人気）
複勝票数 計 557399 的中 � 64930（3番人気）� 14413（12番人気）� 62142（5番人気）
枠連票数 計 306553 的中 （5－7） 10922（13番人気）
馬連票数 計1120465 的中 �� 11383（36番人気）
馬単票数 計 460818 的中 �� 2533（64番人気）
ワイド票数 計 639836 的中 �� 6701（31番人気）�� 18354（8番人気）�� 3948（53番人気）
3連複票数 計1703159 的中 ��� 5741（86番人気）
3連単票数 計2184111 的中 ��� 1309（457番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．6―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．9―32．5―43．4

上り4F43．5－3F33．4
勝馬の
紹 介

ミキノドラマー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．25 福島1着

2013．4．29生 牡5鹿 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 22戦3勝 賞金 38，421，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マッタナシ号の騎手西田雄一郎は，競走中盤で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 ニシノアンジュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

マッタナシ号は，競走中盤で内側に逃避したことについて平地調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 ニシノアンジュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月13日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードスヴァローグ号
（非抽選馬） 8頭 ウインペイザージュ号・サチノクイーン号・ショーストーム号・スターストリーム号・チタンクレバー号・

パストラル号・ラブユーミー号・ワンダフルボーラー号

３レース目



（30新潟1）第6日 5月13日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

179，210，000円
6，440，000円
13，310，000円
1，330，000円
19，790，000円
65，725，000円
5，809，400円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
257，863，700円
359，702，700円
147，959，400円
542，604，700円
273，005，400円
344，138，100円
766，898，500円
1，123，535，100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 3，815，707，600円

総入場人員 12，242名 （有料入場人員 10，578名）
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