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14073 5月19日 曇 不良 （30新潟1）第7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

814 サンマルホーム 牡8栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 440± 03：15．5 36．8�

610 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 522－ 43：15．81� 18．7�
813 マイネルフレスコ 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 43：16．01� 9．9�
22 ケイティープライド 牡8鹿 60 平沢 健治�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496＋ 23：16．1� 1．8�
33 レッドカイラス �4栗 59 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 466＋ 63：16．2� 13．4�
11 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486－ 43：16．51� 11．6	
34 	 アドバンスゴード 牡6芦 60 植野 貴也山住 勲氏 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 516± 03：17．24 55．7

69 	 ハヤブサライデン 牡6鹿 60 山本 康志�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 492± 03：17．73 46．0�
46 	 ビ ー ハ グ �6黒鹿60 草野 太郎岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 474＋ 43：18．01� 39．4
711 トーコーグリーン 牡8黒鹿60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－ 43：19．7大差 22．9�
57 メイショウイチオシ 牡7黒鹿60 白浜 雄造松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 552－ 23：22．0大差 22．0�
58 イソノヴィグラス 牡5栗 60 田村 太雅岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 472＋ 43：22．21� 99．3�
45 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 60 石神 深一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 486＋ 43：22．73 5．0�
712 ブルベアマーテン 牡4栗 59 中村 将之 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 秋場牧場 480－ 2 （競走中止） 128．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，462，400円 複勝： 17，254，100円 枠連： 6，684，800円
馬連： 21，050，800円 馬単： 13，219，600円 ワイド： 16，527，300円
3連複： 36，840，700円 3連単： 46，432，300円 計： 169，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 1，180円 � 540円 � 270円 枠 連（6－8） 2，990円

馬 連 �� 27，230円 馬 単 �� 104，360円

ワ イ ド �� 8，420円 �� 3，210円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 54，490円 3 連 単 ��� 525，990円

票 数

単勝票数 計 114624 的中 � 2488（9番人気）
複勝票数 計 172541 的中 � 3427（10番人気）� 8058（6番人気）� 19328（3番人気）
枠連票数 計 66848 的中 （6－8） 1728（13番人気）
馬連票数 計 210508 的中 �� 599（53番人気）
馬単票数 計 132196 的中 �� 95（124番人気）
ワイド票数 計 165273 的中 �� 497（58番人気）�� 1322（35番人気）�� 2950（15番人気）
3連複票数 計 368407 的中 ��� 507（125番人気）
3連単票数 計 464323 的中 ��� 64（939番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．8．5 小倉7着

2010．3．10生 牡8栗 母 
アイエスシャイン 母母 
キリセオリー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 ブルベアマーテン号は，1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。

14074 5月19日 曇 不良 （30新潟1）第7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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 スマートヴォルフ 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 468－ 21：54．5 7．2�

713 サンライズアミーゴ 牡3芦 56
53 ▲横山 武史松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 21：54．92� 7．5�

610 ウインルーカス 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 472－ 41：55．0� 2．9�

59 ラティーノヒート 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516－ 21：55．53 36．4�
35 サンライズコロン 牡3栗 56

54 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 460－ 81：55．71� 3．1�
814 サーキュラーリング 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 41：55．8� 23．4	

712 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ
ファーム 454－ 41：56．43� 120．4


11 ベ ル リ ラ 牝3栗 54 城戸 義政 �社台レースホース荒川 義之 安平 追分ファーム 410－ 61：56．5クビ 78．5�
46 ラ ヴ シ ー フ 牡3青 56

55 ☆義 英真門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 442－ 2 〃 クビ 82．1
611 テイエムナナイロ 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 452－ 81：56．82 98．1�
34 スピリッツスパート �3鹿 56

55 ☆木幡 初也日向 均氏 加藤 和宏 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454－ 81：56．9クビ 84．1�

815 ヒシハムザリバー 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B456－ 41：57．0� 21．4�

23 ショウナンランツァ 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 池添 兼雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 530－ 21：57．21 28．8�

58 ワイルドフィクサー 牡3鹿 56 伴 啓太小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 482－101：57．94 8．5�
47 ハーモトーム 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 青森 石田 英機 486± 01：58．43 193．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，701，200円 複勝： 20，815，400円 枠連： 6，875，700円
馬連： 25，101，200円 馬単： 13，041，600円 ワイド： 17，548，200円
3連複： 35，323，300円 3連単： 44，471，700円 計： 176，878，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 190円 � 140円 枠 連（2－7） 2，090円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 940円 �� 470円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 137012 的中 � 15148（3番人気）
複勝票数 計 208154 的中 � 20500（4番人気）� 26783（3番人気）� 44986（2番人気）
枠連票数 計 68757 的中 （2－7） 2547（10番人気）
馬連票数 計 251012 的中 �� 6604（8番人気）
馬単票数 計 130416 的中 �� 1759（17番人気）
ワイド票数 計 175482 的中 �� 4484（8番人気）�� 9892（5番人気）�� 10546（3番人気）
3連複票数 計 353233 的中 ��� 10376（6番人気）
3連単票数 計 444717 的中 ��� 1551（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．4―50．4―1：02．5―1：14．6―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．9
1
3
2（3，8，10）（1，5，13，15）4（9，6，12）（7，11）14
2，10，8（3，13）（1，5）（9，12）（4，6，15）14，11＝7

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

勝馬の
紹 介

スマートヴォルフ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2018．4．28 京都5着

2015．2．25生 牡3鹿 母 ティファイファイ 母母 メジロティファニー 2戦1勝 賞金 5，500，000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 タマモキンバリー号

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月19日 曇 不良 （30新潟1）第7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

712 クイーンズテソーロ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 440－ 61：11．8 1．9�
711 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 508－ 61：12．01 4．8�
610 エリープラネット 牝3栗 54

52 △森 裕太朗谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 414－ 21：12．42� 8．0�
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 412＋ 2 〃 クビ 5．9�
45 ホッコータピタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450－ 81：13．14 110．1�
22 ナンヨーイヴェール 牝3鹿 54 吉田 隼人中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 484＋ 41：13．2� 14．3	
34 マンテンファースト 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 美明 470－10 〃 アタマ 14．9

33 シゲルコシアブラ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 456－ 61：13．52 51．7�
58 リネンクリーン 牡3栗 56 川須 栄彦戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 478＋241：14．35 69．3�
813 ベストグローリエ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也水谷 昌晃氏 寺島 良 様似 澤井 義一 446＋ 41：14．72� 54．6
11 パリモンマルトル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 456＋141：14．8� 75．2�
46 ミ ュ ー 牡3鹿 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 500 ―1：15．01� 55．3�
57 ジューンニードル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上 雅規 492＋221：15．21� 109．2�
（13頭）

69 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，114，400円 複勝： 27，521，600円 枠連： 7，821，700円
馬連： 26，967，500円 馬単： 17，074，100円 ワイド： 17，962，700円
3連複： 37，742，800円 3連単： 57，443，800円 計： 212，648，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（7－7） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 390円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 差引計 201144（返還計 149） 的中 � 82394（1番人気）
複勝票数 差引計 275216（返還計 193） 的中 � 110552（1番人気）� 43511（2番人気）� 36766（3番人気）
枠連票数 差引計 78217（返還計 16） 的中 （7－7） 13247（2番人気）
馬連票数 差引計 269675（返還計 1211） 的中 �� 46279（1番人気）
馬単票数 差引計 170741（返還計 483） 的中 �� 19262（1番人気）
ワイド票数 差引計 179627（返還計 908） 的中 �� 27837（1番人気）�� 18966（3番人気）�� 10021（5番人気）
3連複票数 差引計 377428（返還計 3443） 的中 ��� 46639（2番人気）
3連単票数 差引計 574438（返還計 5093） 的中 ��� 18297（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンズテソーロ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．22 福島5着

2015．4．6生 牝3栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 8戦1勝 賞金 15，750，000円
〔出走取消〕 キリシマアオゾラ号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 カネトシダウティ号の調教師松永康利は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについて過

怠金50，000円。
※出走取消馬 カネトシダウティ号（事故のため）
※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。
（非当選馬） 3頭 タベテスグネル号・メルトポイント号・ラブヘネシー号
（非抽選馬） 1頭 タガノアルタイル号

14076 5月19日 曇 重 （30新潟1）第7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

22 � ビットアレグロ 牡9栗 61 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 506± 03：38．8 6．9�

46 ショウナンアリスト 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 476－ 83：39．11� 27．8�
610 リスヴェリアート 牡8鹿 61 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 460± 03：39．52� 3．1�
69 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 490－ 23：40．13� 77．2�
33 ニシノスマッシュ 牡4黒鹿59 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 436－ 43：40．52� 47．3�
45 � マイネルプロンプト 	6黒鹿62 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 23：40．71
 4．0	
712 シゲルクーガー 	4鹿 59 小坂 忠士森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 484＋ 23：40．91� 131．3

11 ホーカーテンペスト 	9栗 62 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B512± 03：41．75 8．6�
58 クリュティエ 牝4鹿 57 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 8 〃 クビ 29．6
711� ジュールドトネール 牡8青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502＋103：43．18 51．3�
813 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 494＋ 43：43．31� 16．1�
814 フ ィ エ ル テ 牝6鹿 58 難波 剛健�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋123：44．47 100．6�
57 カタヨクノテンシ 牡5鹿 60 黒岩 悠�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 488＋ 43：45．03� 27．1�
34 アットザトップ 	4栗 59 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 442－ 23：45．1クビ 5．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，790，000円 複勝： 16，466，300円 枠連： 7，258，300円
馬連： 23，037，500円 馬単： 13，722，900円 ワイド： 16，432，700円
3連複： 35，758，100円 3連単： 47，692，500円 計： 173，158，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 580円 � 160円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 14，270円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 470円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，610円 3 連 単 ��� 62，180円

票 数

単勝票数 計 127900 的中 � 14813（4番人気）
複勝票数 計 164663 的中 � 21801（4番人気）� 5496（8番人気）� 33497（2番人気）
枠連票数 計 72583 的中 （2－4） 4743（4番人気）
馬連票数 計 230375 的中 �� 2293（24番人気）
馬単票数 計 137229 的中 �� 721（39番人気）
ワイド票数 計 164327 的中 �� 1756（21番人気）�� 9692（5番人気）�� 2822（14番人気）
3連複票数 計 357581 的中 ��� 3114（26番人気）
3連単票数 計 476925 的中 ��� 556（172番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．2－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビットアレグロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2009．3．27生 牡9栗 母 アイノブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 障害：19戦3勝 賞金 53，095，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アズマタックン号・グリーティングワン号・トーアヒミコ号・ブライアンキング号



14077 5月19日 曇 重 （30新潟1）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．2
1：56．1

良
良

34 ファイアプルーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486－ 82：04．5 11．8�

23 ウインリベロ 牡3栗 56
53 ▲川又 賢治�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 418－ 4 〃 ハナ 5．9�

59 サツキワルツ 牝3鹿 54 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 446± 02：04．6� 24．4�
11 マイネルビーラヴド 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 22：04．92 16．8�

815 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 吉田 隼人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 462－ 4 〃 アタマ 3．9�
58 マ ル ル ー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468± 02：05．0クビ 4．9	
712 マヤノガルネリ �3鹿 56

55 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 平取 協栄組合 428－142：05．31� 19．5

610 マイネルオフショア 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 494－ 62：05．83 18．4�

22 ウェストレー 牝3栗 54
53 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 388－ 22：05．9クビ 36．5

713	 ストレイライトラン 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 和田正一郎 米 Jim Fitzgerald &
Katie Fitzgerald 468－ 22：06．21� 97．5�

35 フェアリーソング 牝3鹿 54 菱田 裕二髙橋 正雄氏 加藤 征弘 むかわ 市川牧場 424± 02：06．41
 126．1�
611 ベ リ ー タ 牝3栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 15．4�
47 コスモグラトナス 牡3青 56 津村 明秀 �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 458－ 22：06．5� 5．3�
814 アリエッティ 牝3芦 54

52 △菊沢 一樹松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 406－ 22：06．71
 59．7�
46 フクノブラッサム 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 木戸口牧場 B522－ 82：07．12� 45．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，728，600円 複勝： 24，858，800円 枠連： 9，136，700円
馬連： 29，096，100円 馬単： 16，015，200円 ワイド： 23，902，100円
3連複： 43，192，800円 3連単： 50，955，000円 計： 213，885，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 340円 � 220円 � 640円 枠 連（2－3） 3，120円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 3，210円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 22，990円 3 連 単 ��� 114，370円

票 数

単勝票数 計 167286 的中 � 11300（5番人気）
複勝票数 計 248588 的中 � 19141（5番人気）� 33325（4番人気）� 8891（10番人気）
枠連票数 計 91367 的中 （2－3） 2265（15番人気）
馬連票数 計 290961 的中 �� 5757（13番人気）
馬単票数 計 160152 的中 �� 1422（32番人気）
ワイド票数 計 239021 的中 �� 4803（12番人気）�� 1892（41番人気）�� 2353（33番人気）
3連複票数 計 431928 的中 ��� 1409（78番人気）
3連単票数 計 509550 的中 ��� 323（387番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―13．0―12．6―11．8―12．1―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．0―50．0―1：02．6―1：14．4―1：26．5―1：38．9―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
6，3，7（2，15）13（4，10，12）（1，8）（9，11，14）5・（6，3）（2，7）（4，13，15）12（1，10，11）（8，5）9－14

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ファイアプルーフ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2017．6．17 東京8着

2015．3．24生 牡3黒鹿 母 ビューティコマンダ 母母 ビューティマロン 12戦1勝 賞金 8，750，000円

14078 5月19日 小雨 重 （30新潟1）第7日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

714 カクカクシカジーカ 牝3芦 54
51 ▲山田 敬士芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 404－ 6 57．3 12．2�

510 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 丸田 恭介落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 460± 0 57．51 5．3�
59 プリンシアブラスカ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 428－ 6 57．6� 2．3�
815 ブライトキャンバス 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 4 57．81� 11．2�
48 フォレストガーデン 牝3黒鹿54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 434± 0 57．9� 10．9�
12 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹東豊物産	 古賀 史生 浦河 富菜牧場 438＋ 6 58．32� 94．6

713 トモジャオール 牝3黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 460－ 4 〃 アタマ 11．8�
47 アンインジュリー 牝3栗 54 菱田 裕二鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 450－ 4 〃 ハナ 13．2�
611 ノーフェイク �3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 6 〃 クビ 25．0

11 ダンディマジシャン 牡3鹿 56 川須 栄彦山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 490＋10 58．4� 124．6�
24 ジュンサロマ 牝3鹿 54 丸山 元気河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 444± 0 58．61� 12．3�
23 サウスアメリカン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 448－ 8 59．13 126．3�
612 ア ッ シ ジ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 400＋ 2 59．31� 233．5�
36 レ ク イ エ ム 牝3芦 54 北村 友一石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 2 59．51� 55．7�
35 ビーチキャンドル 牝3芦 54

52 △森 裕太朗山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 448－ 8 〃 ハナ 37．3�
816 レッドテソーロ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス	 奥平 雅士 浦河 酒井牧場 422± 0 59．6クビ 98．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，029，200円 複勝： 35，849，900円 枠連： 13，860，500円
馬連： 37，683，400円 馬単： 21，862，700円 ワイド： 26，840，700円
3連複： 56，542，200円 3連単： 77，833，500円 計： 294，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 200円 � 150円 � 110円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 710円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 14，520円

票 数

単勝票数 計 240292 的中 � 15640（6番人気）
複勝票数 計 358499 的中 � 28999（3番人気）� 46278（2番人気）� 151280（1番人気）
枠連票数 計 138605 的中 （5－7） 23888（1番人気）
馬連票数 計 376834 的中 �� 9284（9番人気）
馬単票数 計 218627 的中 �� 2538（19番人気）
ワイド票数 計 268407 的中 �� 8485（7番人気）�� 15885（2番人気）�� 35869（1番人気）
3連複票数 計 565422 的中 ��� 26096（2番人気）
3連単票数 計 778335 的中 ��� 3884（30番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．9―11．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．8―33．7―44．8

上り4F45．0－3F34．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カクカクシカジーカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．9．3 新潟5着

2015．3．23生 牝3芦 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 6戦1勝 賞金 6，450，000円
［他本会外：1戦0勝］



14079 5月19日 小雨 重 （30新潟1）第7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）

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

814� タ ン ゴ 牝4鹿 55 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506± 01：11．3 4．7�
46 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 津村 明秀エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 484± 01：11．4� 3．8�
712� ペイシャスナッチ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490± 0 〃 クビ 177．0�
59 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 440－121：11．5� 19．6�
11 ク ー リ ュ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466＋ 61：11．6� 3．6�
713 マルクデラポム 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 巧也三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 494－ 61：11．7� 10．6	
22 オンリートゥモロー 牝4青鹿55 丸山 元気池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－101：11．91	 6．2

815 テンプルツリー 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 456＋ 2 〃 クビ 32．2�
23 ピ カ ロ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 462＋ 91：12．0� 39．0�
34 ハイデンガールズ 牝5栗 55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460＋ 2 〃 ハナ 21．1
610 ロックンルージュ 牝4鹿 55 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 486± 01：12．1クビ 107．7�
58 � メイショウヒボタン 牝4栗 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 450－ 21：12．2� 17．1�
611� チャーミングポッケ 牝6栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462＋ 41：12．41� 109．0�
47 ウインペイザージュ 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 446± 01：14．4大差 74．5�
35 � リンノアモーレ 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 512± 01：15．25 184．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，695，400円 複勝： 25，824，400円 枠連： 8，352，300円
馬連： 30，573，800円 馬単： 15，531，700円 ワイド： 22，702，400円
3連複： 39，644，700円 3連単： 50，701，800円 計： 213，026，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 170円 � 3，650円 枠 連（4－8） 1，070円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 450円 �� 12，730円 �� 10，220円

3 連 複 ��� 56，630円 3 連 単 ��� 180，190円

票 数

単勝票数 計 196954 的中 � 33007（3番人気）
複勝票数 計 258244 的中 � 32278（3番人気）� 47939（1番人気）� 1317（14番人気）
枠連票数 計 83523 的中 （4－8） 6014（3番人気）
馬連票数 計 305738 的中 �� 22621（2番人気）
馬単票数 計 155317 的中 �� 5552（4番人気）
ワイド票数 計 227024 的中 �� 14325（2番人気）�� 432（69番人気）�� 539（62番人気）
3連複票数 計 396447 的中 ��� 525（132番人気）
3連単票数 計 507018 的中 ��� 204（503番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ ン ゴ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Grand Lodge

2014．4．26生 牝4鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 5戦1勝 賞金 10，500，000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 プラントアゲン号

14080 5月19日 小雨 重 （30新潟1）第7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

610� キクノフェリックス 牡4黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 482－ 61：52．3 6．9�

814 サイドチェンジ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B514± 01：52．51� 3．9�
58 マサキノテソーロ 牡4栗 57

56 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 514＋ 21：52．81� 90．5�

11 トミケンボハテル 牡4芦 57 津村 明秀冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B490± 0 〃 クビ 7．3�
34 ジュンテオドーラ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：52．9クビ 12．7�
815� ヒロノワカムシャ 	4黒鹿57 川島 信二小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 464＋ 21：53．0� 339．2	
611 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 496－ 21：53．1クビ 8．4

22 � 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 470＋ 6 〃 アタマ 12．8�
712 シェアザモーメント 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 5．2
35 シゲルキハダマグロ 牡5栗 57 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 450± 01：53．2クビ 26．6�
46 スピアザゴールド 	5鹿 57

54 ▲横山 武史 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－121：53．41� 9．6�

59 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 55
53 △菊沢 一樹吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 36．2�

47 オンワードハンター 牡7鹿 57 川須 栄彦樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 480＋ 6 〃 ハナ 64．9�
23 フライングゲット 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 450＋ 41：54．03
 48．6�
713 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 506－ 21：55．49 28．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，998，300円 複勝： 28，981，200円 枠連： 9，934，000円
馬連： 36，363，700円 馬単： 17，320，300円 ワイド： 27，281，400円
3連複： 49，614，200円 3連単： 63，374，600円 計： 251，867，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 170円 � 2，170円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 940円 �� 11，260円 �� 10，540円

3 連 複 ��� 73，240円 3 連 単 ��� 270，270円

票 数

単勝票数 計 189983 的中 � 21796（3番人気）
複勝票数 計 289812 的中 � 30049（5番人気）� 58642（1番人気）� 2530（14番人気）
枠連票数 計 99340 的中 （6－8） 8543（3番人気）
馬連票数 計 363637 的中 �� 13839（5番人気）
馬単票数 計 173203 的中 �� 4191（3番人気）
ワイド票数 計 272814 的中 �� 7884（6番人気）�� 609（73番人気）�� 651（71番人気）
3連複票数 計 496142 的中 ��� 508（199番人気）
3連単票数 計 633746 的中 ��� 170（858番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―13．0―13．2―12．7―12．5―12．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．5―49．7―1：02．4―1：14．9―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キクノフェリックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．5．2生 牡4黒鹿 母 レディブライアン 母母 マルブツエンプレス 7戦1勝 賞金 13，700，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アロマティカス号・スズカミラージュ号



14081 5月19日 雨 重 （30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 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

59 カガヤクミナノユメ �4栗 57 川島 信二國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 492± 01：10．6 6．5�
611 アミーキティア 牝6栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462± 01：10．81� 4．3�
22 フィールドステイ 牡4鹿 57 丸山 元気地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500－ 4 〃 クビ 3．1�
35 コスモコレクション 牡5栗 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 482＋ 51：11．01 131．4�
610 クリノケンリュウ 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 482＋ 2 〃 クビ 12．4	
712 ミスズマンボ 牝5青鹿 55

54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 446－ 2 〃 ハナ 92．7

46 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± 01：11．21� 5．8�

47 カキツバタチグサ �5鹿 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 506－ 41：11．41 32．9�
713 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 538－ 2 〃 クビ 8．9
23 トウケイフクキタル 牡5栗 57

54 ▲服部 寿希木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 478＋ 41：11．5� 57．3�
814 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 	島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド B466± 0 〃 ハナ 16．4�
11 
 ケンユキノオー 牡4黒鹿57 吉田 隼人中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 436－ 81：11．71 36．2�
34 
 マ リ ナ ー �4栗 57 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 81：11．8� 145．6�
815 カレンコマンドール �5鹿 57

56 ☆小崎 綾也鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 B474＋12 〃 アタマ 53．1�
58 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：13．29 138．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，535，400円 複勝： 29，747，000円 枠連： 10，010，600円
馬連： 41，412，100円 馬単： 21，119，600円 ワイド： 28，346，000円
3連複： 56，400，200円 3連単： 75，514，500円 計： 286，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 610円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 235354 的中 � 28720（4番人気）
複勝票数 計 297470 的中 � 46261（2番人気）� 45539（3番人気）� 65542（1番人気）
枠連票数 計 100106 的中 （5－6） 6596（5番人気）
馬連票数 計 414121 的中 �� 17172（5番人気）
馬単票数 計 211196 的中 �� 4520（10番人気）
ワイド票数 計 283460 的中 �� 11053（5番人気）�� 16689（3番人気）�� 26978（1番人気）
3連複票数 計 564002 的中 ��� 24163（3番人気）
3連単票数 計 755145 的中 ��� 4005（23番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．9―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カガヤクミナノユメ �
�
父 ミリオンディスク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．4．29 新潟15着

2014．5．4生 �4栗 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース 10戦2勝 賞金 17，900，000円
〔制裁〕 アミーキティア号の騎手丸田恭介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・2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） 1頭 サチノクイーン号
（非抽選馬） 1頭 ブキス号

14082 5月19日 小雨 重 （30新潟1）第7日 第10競走 ��
��1，800�

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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

11 ヴォウジラール 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498－ 81：50．6 4．2�
22 タイプムーン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 458－ 4 〃 ハナ 107．8�
77 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：50．91� 3．5�
66 ノーブルバルカン 牡3鹿 56 西田雄一郎吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 448＋ 4 〃 クビ 30．5�
89 バ レ リ オ 牡3芦 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋121：51．0クビ 4．2�
44 ウイングセクション 牡3栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：51．21� 11．2	
55 レオコックブルー 牝3黒鹿54 川須 栄彦親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 21：51．3	 5．6

78 サクセステーラー 牡3黒鹿56 小崎 綾也中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 448－ 21：51．72	 33．9�
33 ナラトゥリス 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 81：52．65 6．4�
810 ジョリプリュネル 牝3栗 54 勝浦 正樹井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 422－ 4 〃 クビ 154．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，742，600円 複勝： 32，219，500円 枠連： 8，577，400円
馬連： 45，847，400円 馬単： 23，829，700円 ワイド： 27，382，000円
3連複： 56，850，600円 3連単： 100，573，000円 計： 326，022，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 1，780円 � 140円 枠 連（1－2） 9，180円

馬 連 �� 13，660円 馬 単 �� 25，060円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 370円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 19，520円 3 連 単 ��� 129，280円

票 数

単勝票数 計 307426 的中 � 57472（2番人気）
複勝票数 計 322195 的中 � 64858（2番人気）� 2879（9番人気）� 70674（1番人気）
枠連票数 計 85774 的中 （1－2） 724（22番人気）
馬連票数 計 458474 的中 �� 2601（28番人気）
馬単票数 計 238297 的中 �� 713（55番人気）
ワイド票数 計 273820 的中 �� 2068（29番人気）�� 21412（2番人気）�� 1403（31番人気）
3連複票数 計 568506 的中 ��� 2184（53番人気）
3連単票数 計1005730 的中 ��� 564（318番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．1―12．6―12．9―12．7―11．6―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．3―49．9―1：02．8―1：15．5―1：27．1―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴォウジラール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．12 新潟3着

2015．5．5生 牡3鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 5戦2勝 賞金 18，152，000円



14083 5月19日 小雨 重 （30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

12 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 482－ 61：09．9 5．4�
23 エルカミーノレアル �7鹿 57 	島 克駿広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 484＋ 4 〃 クビ 18．7�
11 キーナンバー 牡5栗 57 川島 信二北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 510－ 61：10．21
 8．5�
35 ショウナンアエラ 牡4黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B478＋ 21：10．3� 2．7�
36 オーバースペック 牡4青鹿57 北村 友一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 484－ 41：10．4
 20．3	
713 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 原田 和真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 442－ 61：10．5� 65．1

510 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 城戸 義政�ミルファーム 田中 博康 浦河 ミルファーム 476＋ 4 〃 ハナ 26．8�
714 エクラミレネール 牝5芦 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：10．6� 6．0�
24 プリティマックス 牝4栗 55 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 448＋101：10．7
 20．0
816 サ フ ィ ロ ス 牡6鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 21：10．91 8．3�
48 クリノスイートピー 牝6黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442＋ 61：11．0� 121．9�
59 オトコギマサムネ �7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：11．42� 33．5�
611 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 496＋ 21：11．5クビ 215．0�
612� タイキパラドックス 牡6栗 57 菱田 裕二�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450＋ 41：11．71� 246．7�
815� ワカコマタイヨウ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 61：12．12� 114．9�
47 ディープウォーリア 牡4黒鹿57 小崎 綾也中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 448－ 41：13．59 22．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，942，300円 複勝： 56，184，700円 枠連： 30，544，400円
馬連： 133，050，500円 馬単： 53，320，700円 ワイド： 67，151，000円
3連複： 173，091，900円 3連単： 225，460，000円 計： 778，745，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 440円 � 280円 枠 連（1－2） 1，370円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 880円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 39，540円

票 数

単勝票数 計 399423 的中 � 59013（2番人気）
複勝票数 計 561847 的中 � 99897（2番人気）� 28064（6番人気）� 50345（4番人気）
枠連票数 計 305444 的中 （1－2） 17278（7番人気）
馬連票数 計1330505 的中 �� 24296（15番人気）
馬単票数 計 533207 的中 �� 5308（26番人気）
ワイド票数 計 671510 的中 �� 10690（17番人気）�� 20037（7番人気）�� 12859（14番人気）
3連複票数 計1730919 的中 ��� 19390（18番人気）
3連単票数 計2254600 的中 ��� 4133（114番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．1―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 10，5（3，4，8，15）（2，12，14）13（6，16）11，1（9，7） 4 10，5，3（4，8，15）（2，12，14）（13，16）6（11，7）1，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ド ウ デ ィ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．31 新潟3着

2014．4．5生 牡4鹿 母 ストームイメージ 母母 スーパードレス 20戦3勝 賞金 49，162，000円
〔制裁〕 オトコギマサムネ号の騎手高田潤は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープウォーリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウィズアットレース号・コパノディール号・ファイブフォース号・ポップオーヴァー号・ヤマカツボーイ号・

レヴァンタール号

14084 5月19日 小雨 重 （30新潟1）第7日 第12競走 ��
��2，400�

あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

59 フォーラウェイ 牡5鹿 57 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 42：31．2 3．3�
34 ヴァントシルム 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 484＋142：31．3	 6．2�
611 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 井上 敏樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 416＋ 4 〃 アタマ 42．4�
712
 カスタディーヴァ 牝4白 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 466＋ 22：31．83 10．2�
47 � ファイナンス 牡4黒鹿57 川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B484± 02：31．9� 20．0	
713 コ ン ボ ル ド 牡4芦 57 吉田 隼人金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 クビ 4．9

815
 リードザフィールド 牡4栗 57 西田雄一郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 442－ 42：32．0� 42．8�
610 アイスコールド 牝5鹿 55 嶋田 純次ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 82：32．21 11．2�
814 タマモベルガモ 牡5栗 57 義 英真タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476± 0 〃 クビ 74．8
23 ダノンスターズ 牡4黒鹿57 丸山 元気�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 440－102：32．3� 9．1�
58 シ ン デ ン 牡4鹿 57 木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 488± 02：32．72� 15．8�
46 ナンヨーテンプル 牡6黒鹿57 丸田 恭介中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 498＋ 22：33．12� 18．8�
22 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿57 加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B488－ 42：33．3	 28．3�
35 レッドストーリア 牝4鹿 55 島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 422＋ 22：37．1大差 46．4�
11 � ジュンマシュウ 牡4黒鹿57 川又 賢治河合 純二氏 森 秀行 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋182：39．8大差 130．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，040，500円 複勝： 46，740，700円 枠連： 20，968，000円
馬連： 70，395，500円 馬単： 30，499，500円 ワイド： 46，029，500円
3連複： 100，644，700円 3連単： 128，254，000円 計： 473，572，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 210円 � 830円 枠 連（3－5） 900円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，730円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 40，850円

票 数

単勝票数 計 300405 的中 � 72283（1番人気）
複勝票数 計 467407 的中 � 123494（1番人気）� 54438（3番人気）� 9821（12番人気）
枠連票数 計 209680 的中 （3－5） 18000（2番人気）
馬連票数 計 703955 的中 �� 48340（2番人気）
馬単票数 計 304995 的中 �� 10946（3番人気）
ワイド票数 計 460295 的中 �� 25132（2番人気）�� 6618（21番人気）�� 4717（32番人気）
3連複票数 計1006447 的中 ��� 6733（33番人気）
3連単票数 計1282540 的中 ��� 2276（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．3―36．8―49．7―1：03．1―1：16．2―1：28．6―1：40．8―1：53．3―2：05．7―2：18．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3

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

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

フォーラウェイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．11．1 福島4着

2013．3．18生 牡5鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 22戦3勝 賞金 41，518，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 トモジャバルジャン号の調教師鈴木伸尋は，同馬の出馬投票について注意義務を怠り，出走取消となったことについて過

怠金50，000円。
ファイナンス号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドストーリア号・ジュンマシュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月
19日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 トモジャバルジャン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 ブライトクォーツ号



（30新潟1）第7日 5月19日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 173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

189，030，000円
3，890，000円
13，940，000円
1，560，000円
20，880，000円
70，915，000円
6，127，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
261，780，300円
362，463，600円
140，024，400円
520，579，500円
256，557，600円
338，106，000円
721，646，200円
968，706，700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 3，569，864，300円

総入場人員 8，646名 （有料入場人員 7，349名）
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