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14085 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8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

714 スリーマグナム 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 490－ 41：10．1 4．3�

11 モ シ モ 牝3栗 54
52 △森 裕太朗小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 432＋ 21：10．42 8．5�

36 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 426＋ 61：10．71� 4．5�
713 ノーモアサイレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 432＋14 〃 アタマ 14．8�
612 タカミツリリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 452＋12 〃 アタマ 7．8	
24 デスティニーレイ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：10．8� 14．3


611 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ
ネツ牧場 442＋ 61：10．9� 9．8�

47 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± 0 〃 ハナ 8．0�
23 ミルトボード 牡3芦 56 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 462＋ 21：11．11� 24．4
510 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 394－161：11．31� 84．2�
59 ポステリタス 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 木村牧場 460－ 8 〃 クビ 60．9�
815 グリッシーニ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�BijouRacing 天間 昭一 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 400＋101：11．4� 104．3�

816� ステラストラータ 牡3鹿 56 横山 和生岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

478－ 21：11．93 11．2�
48 ポ ル ッ ク ス 牝3鹿 54 太宰 啓介藤沼 利夫氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 446± 01：12．11� 66．5�
35 フクノルピナス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 むかわ 佐久間 孝司 428＋161：12．95 163．7�
12 コヨーテビュート 牝3黒鹿54 菱田 裕二林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：13．0� 208．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，316，300円 複勝： 24，433，000円 枠連： 9，428，100円
馬連： 35，539，200円 馬単： 17，457，700円 ワイド： 25，671，800円
3連複： 53，496，600円 3連単： 59，034，800円 計： 241，377，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 280円 � 140円 枠 連（1－7） 2，430円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 420円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 20，710円

票 数

単勝票数 計 163163 的中 � 29672（1番人気）
複勝票数 計 244330 的中 � 40334（2番人気）� 17563（6番人気）� 51745（1番人気）
枠連票数 計 94281 的中 （1－7） 3000（12番人気）
馬連票数 計 355392 的中 �� 9361（11番人気）
馬単票数 計 174577 的中 �� 2511（18番人気）
ワイド票数 計 256718 的中 �� 5794（13番人気）�� 16572（1番人気）�� 8420（8番人気）
3連複票数 計 534966 的中 ��� 12509（5番人気）
3連単票数 計 590348 的中 ��� 2066（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーマグナム �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．12．10 中山15着

2015．3．3生 牡3鹿 母 マッキーマドンナ 母母 リンデンシラユリ 5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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スリーケープマンボ号・マイラティーシャ号・ミヤビチーター号・ラヴァクール号・リタルメロディ号

14086 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8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）

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

713 エイシンセレブ 牝3栗 54 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 450＋ 41：11．5 5．2�
815 バットオールソー 牡3栗 56

53 ▲横山 武史久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B452± 0 〃 クビ 3．9�

47 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿 56
55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 490＋ 41：11．6クビ 10．8�

35 ラッシュウィン �3鹿 56 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B456＋ 41：12．34 3．7�
22 アテンコール 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 450－ 2 〃 ハナ 5．4�
58 タイセイレーベン 牡3栗 56 北村 友一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 516＋ 4 〃 ハナ 14．2	
34 インコントロ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 448＋ 61：12．4� 58．3

610 エフォートラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 484＋ 61：12．5� 29．3�
712 トキノステラ 牝3黒鹿54 津村 明秀田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 456± 01：12．6� 54．2�
611 ウェーブガイア 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444＋ 61：12．91� 11．4
46 ダンディーボーイ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 460± 01：13．0� 201．3�
23 ショコラトリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 428＋121：13．1� 159．5�
59 スズカヒューズ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治永井 啓弍氏 安田 翔伍 新冠 森 牧場 502＋ 41：13．63 57．5�
814 アンイールディング 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 466＋121：15．5大差 403．2�
11 ティヴォリオベーネ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士内藤 好江氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 388－ 21：15．6� 415．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，903，800円 複勝： 26，761，800円 枠連： 7，601，200円
馬連： 32，503，000円 馬単： 15，428，900円 ワイド： 21，862，500円
3連複： 43，783，900円 3連単： 51，663，400円 計： 218，508，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 240円 � 150円 � 260円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，010円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 189038 的中 � 28784（3番人気）
複勝票数 計 267618 的中 � 26037（4番人気）� 60255（2番人気）� 22887（5番人気）
枠連票数 計 76012 的中 （7－8） 6222（4番人気）
馬連票数 計 325030 的中 �� 25113（4番人気）
馬単票数 計 154289 的中 �� 5506（5番人気）
ワイド票数 計 218625 的中 �� 11679（4番人気）�� 5317（13番人気）�� 7978（7番人気）
3連複票数 計 437839 的中 ��� 9738（12番人気）
3連単票数 計 516634 的中 ��� 2588（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンセレブ �
�
父 エーシンフォワード �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2017．12．17 阪神11着

2015．2．12生 牝3栗 母 エーシンロンシャン 母母 La Lupe 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 スズカヒューズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティヴォリオベーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月20日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカヒューズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月20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 スガノインディ号

第１回 新潟競馬 第８日



14087 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8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）

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 ノーブルエイム 牝3栗 54
53 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 490＋ 21：53．3 183．3�

11 メモリーコバルト 牝3栗 54
51 ▲服部 寿希�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 450－101：53．51� 32．1�

58 ヴォレダンルシエル 牝3青鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B430－ 81：53．6� 5．8�
47 ヒメベニサクラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 514＋ 81：54．34 2．6�
611 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 458－ 21：54．83 5．2	
23 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B496＋ 2 〃 クビ 37．1

814 ネイルドイット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 444＋141：55．86 10．7�
35 ジュールドミュゲ 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：56．22� 5．9�
59 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 444－ 21：56．41� 26．1
610 トーアカグヤヒメ 牝3鹿 54 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454± 01：56．5クビ 89．4�
713 アルマアルジーヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 454－181：57．45 72．2�
46 アンシェンヌヴィル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 462＋121：57．93 11．6�
712 ア ス ナ タ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�野 智博氏 青木 孝文 新冠 イワミ牧場 456－121：58．0� 173．1�
22 カ ン ズ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 464＋ 4 〃 アタマ 38．5�
815 ブライトホープ 牝3黒鹿54 太宰 啓介ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 62：02．0大差 173．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，736，500円 複勝： 24，187，800円 枠連： 8，083，100円
馬連： 30，515，300円 馬単： 15，959，900円 ワイド： 21，622，300円
3連複： 41，509，700円 3連単： 52，504，700円 計： 214，119，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，330円 複 勝 � 4，120円 � 860円 � 220円 枠 連（1－3） 14，800円

馬 連 �� 229，600円 馬 単 �� 598，490円

ワ イ ド �� 48，240円 �� 10，570円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 280，470円 3 連 単 ��� 2，718，990円

票 数

単勝票数 計 197365 的中 � 861（15番人気）
複勝票数 計 241878 的中 � 1306（15番人気）� 6754（9番人気）� 35713（3番人気）
枠連票数 計 80831 的中 （1－3） 423（30番人気）
馬連票数 計 305153 的中 �� 103（95番人気）
馬単票数 計 159599 的中 �� 20（202番人気）
ワイド票数 計 216223 的中 �� 114（96番人気）�� 523（64番人気）�� 3019（20番人気）
3連複票数 計 415097 的中 ��� 111（264番人気）
3連単票数 計 525047 的中 ��� 14（1818番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．9―1：02．7―1：15．1―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルエイム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．24 中山16着

2015．2．27生 牝3栗 母 プレシャスライン 母母 バイザキャット 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライトホープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月20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。
（非抽選馬） 2頭 ミュゼット号・モルドワイン号

14088 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8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

610 ヴェラヴァルスター 牡6栗 60 小野寺祐太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510－ 63：11．4 9．9�
45 トゥルーラヴキッス �5鹿 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B510－ 23：11．72 14．0�
34 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 464－ 43：11．8クビ 4．4�
33 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿60 北沢 伸也�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 468± 03：12．12 31．6�
69 デュアルメジャー �6青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 2．5�
58 メイショウダッサイ 牡5黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 498－ 83：12．2クビ 28．8	
712 ライブリシュネル 牡8鹿 60 難波 剛健加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478± 03：12．3� 46．4

22 エンドゲーム 牡4鹿 59 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 508＋ 43：13．15 8．6�
11 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 上野 翔 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 504± 03：13．2� 22．5
813� カシマホープスター 牡5黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 498＋ 23：13．41� 79．6�
814 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 63：14．35 9．7�
46 フジマサエンペラー �9黒鹿60 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B492－ 43：15．04 11．1�
711� コウザンアプローチ 牡5鹿 60 白浜 雄造山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 522－ 43：16．7大差 84．0�
57 � クリノアスカ 牝4青鹿57 原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 462＋163：18．310 214．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，893，400円 複勝： 20，345，900円 枠連： 8，684，400円
馬連： 26，092，400円 馬単： 15，949，600円 ワイド： 18，241，500円
3連複： 40，766，200円 3連単： 58，896，800円 計： 203，870，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 410円 � 440円 � 190円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 15，530円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，330円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 18，780円 3 連 単 ��� 107，010円

票 数

単勝票数 計 148934 的中 � 12021（5番人気）
複勝票数 計 203459 的中 � 11740（6番人気）� 10736（7番人気）� 33709（2番人気）
枠連票数 計 86844 的中 （4－6） 10743（2番人気）
馬連票数 計 260924 的中 �� 2532（25番人気）
馬単票数 計 159496 的中 �� 770（46番人気）
ワイド票数 計 182415 的中 �� 1961（27番人気）�� 3583（11番人気）�� 2989（14番人気）
3連複票数 計 407662 的中 ��� 1628（60番人気）
3連単票数 計 588968 的中 ��� 399（308番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 49．6－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェラヴァルスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．10．18 東京6着

2012．2．6生 牡6栗 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000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） 2頭 スズカノーチラス号・パムッカレ号
（非抽選馬） 1頭 ポルトボナール号



14089 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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

34 キョウワスピネル 牡3栗 56
53 ▲横山 武史�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 480－ 41：54．0 6．1�

610 メイショウアドリア 牡3鹿 56 丸山 元気松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480－ 21：54．21� 17．7�
611� シールドロック 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills
Co. Limited 572－ 2 〃 クビ 151．1�

23 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 B498＋ 41：54．3� 4．3�
46 ゴールドホイッスル 牡3芦 56

53 ▲川又 賢治 �社台レースホース高野 友和 安平 追分ファーム 522 ―1：54．51� 7．3	
22 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 川須 栄彦前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 480± 01：54．6クビ 16．4

712 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B476－ 4 〃 クビ 11．0�
47 ピエナクリスエス 牡3青鹿56 菱田 裕二本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 日高 沖田牧場 472－141：54．7� 148．6�
58 � ララペイフォワード 牡3黒鹿56 荻野 琢真松尾 勝裕氏 今野 貞一 米 Paget

Bloodstock 460± 01：54．8� 45．7
814 マインクイーン 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 400－ 61：54．9� 46．9�
713 ダイワウェッジ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：55．43 69．7�
815 プラチナバローズ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 B460－ 21：56．14 86．5�
11 デルママティーニ 牡3栗 56 横山 和生浅沼 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 B518－ 81：56．73� 87．2�
59 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 秋山真一郎山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 496－ 41：58．08 6．3�
35 ボアヴィスタ 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋ 81：58．1� 3．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，902，200円 複勝： 22，963，600円 枠連： 9，757，800円
馬連： 32，353，200円 馬単： 17，905，900円 ワイド： 23，972，000円
3連複： 45，178，600円 3連単： 59，280，800円 計： 232，314，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 530円 � 3，120円 枠 連（3－6） 1，860円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 11，260円 �� 14，340円

3 連 複 ��� 155，430円 3 連 単 ��� 651，190円

票 数

単勝票数 計 209022 的中 � 27225（3番人気）
複勝票数 計 229636 的中 � 33466（3番人気）� 10716（8番人気）� 1610（15番人気）
枠連票数 計 97578 的中 （3－6） 4056（9番人気）
馬連票数 計 323532 的中 �� 7906（14番人気）
馬単票数 計 179059 的中 �� 2640（21番人気）
ワイド票数 計 239720 的中 �� 6201（13番人気）�� 537（65番人気）�� 421（71番人気）
3連複票数 計 451786 的中 ��� 218（222番人気）
3連単票数 計 592808 的中 ��� 66（1064番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．8―12．6―12．3―13．3―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．5―48．3―1：00．9―1：13．2―1：26．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

キョウワスピネル �
�
父 キョウワスプレンダ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．14 東京13着

2015．4．27生 牡3栗 母 プリンセスムスメ 母母 サツキムスメ 7戦1勝 賞金 8，250，000円
〔制裁〕 ゴールドホイッスル号の騎手川又賢治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）

14090 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8日 第6競走 2，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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
2：11．0
2：09．9

良
良

48 ジャディード 牡3黒鹿56 北村 友一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 448＋ 62：15．8 6．2�
815 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 42：15．9� 1．9�
510 プラチナアッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 B494 ―2：16．11� 38．5�
714 ヴォルフガング 牡3栗 56

54 △森 裕太朗 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 446＋ 42：16．31� 22．2�

713 エスポワールカフェ 牡3栗 56 秋山真一郎西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 454－ 62：16．51� 8．4�
816 バトルガニアン 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B438－ 42：17．03 55．5	
35 マイティテソーロ 牡3鹿 56 丸田 恭介了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 0 〃 ハナ 8．8

12 ヴィルジェン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 浦河 モトスファーム 422＋ 82：17．42� 213．1�
59 スカルダイヤモンド 牡3栗 56 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：17．71� 8．9�
36 グランフルール 牝3鹿 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 478＋ 2 〃 クビ 27．6
47 ユルギュップ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 剛史氏 尾形 和幸 浦河 栄進牧場 448－ 2 〃 ハナ 42．6�
24 オープニングアクト 牡3栗 56 黛 弘人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 504＋ 82：17．8クビ 127．9�
23 デンコウスティール 牡3鹿 56 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 442－ 42：18．43� 59．3�
11 ブローインバブルス 牡3鹿 56 菱田 裕二�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 6 〃 クビ 56．8�
612 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 478－ 22：18．93 37．5�
611 セ ン ト ー サ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B476＋ 62：19．0クビ 109．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，459，700円 複勝： 36，510，800円 枠連： 9，450，100円
馬連： 30，070，800円 馬単： 17，181，600円 ワイド： 22，489，900円
3連複： 43，661，000円 3連単： 57，213，400円 計： 237，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 110円 � 790円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 270円 �� 3，660円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 41，310円

票 数

単勝票数 計 204597 的中 � 26382（2番人気）
複勝票数 計 365108 的中 � 40665（2番人気）� 190810（1番人気）� 4830（12番人気）
枠連票数 計 94501 的中 （4－8） 14767（1番人気）
馬連票数 計 300708 的中 �� 42275（1番人気）
馬単票数 計 171816 的中 �� 8087（5番人気）
ワイド票数 計 224899 的中 �� 25467（1番人気）�� 1398（37番人気）�� 4114（13番人気）
3連複票数 計 436610 的中 ��� 4583（21番人気）
3連単票数 計 572134 的中 ��� 1004（123番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．7―12．6―12．6―12．6―12．8―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．6―35．3―48．0―1：00．6―1：13．2―1：25．8―1：38．6―1：51．3―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
10，9，12，7－（8，11，14）（13，15，16）－（3，6）1，5（2，4）・（10，9，12）－8（16，15）13，7（14，11，5）6（2，4）（3，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャディード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．2．3 東京7着

2015．4．3生 牡3黒鹿 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 4戦1勝 賞金 6，300，000円



14091 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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

58 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 502－ 61：11．9 3．1�

11 シャンパンサーベル 牝6黒鹿 55
52 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 478＋ 4 〃 ハナ 3．6�

35 ジ ョ ワ イ ユ 牝4鹿 55
53 △菊沢 一樹�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 462－ 4 〃 クビ 32．5�
713 サンクタリリアス 牝6芦 55 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 488± 01：12．11� 22．6�
814� スーサンブルース 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 482＋ 41：12．2� 24．8	
34 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55

54 ☆義 英真東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 478－ 61：12．3� 133．4

611 ソロダンサー 牝5鹿 55 伴 啓太�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム B488＋ 8 〃 ハナ 25．1�
22 サ ラ マ ン カ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 4 〃 クビ 6．0�
712 オ ル ノ ス 牝5芦 55

53 △森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 B462± 01：12．4� 33．2
47 エ ル ヴ ス 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464－ 41：12．5クビ 10．2�
46 プリモガナドール 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 442－ 41：12．71� 39．3�
23 ボ ル ド ー 牡5栗 57

56 ☆井上 敏樹�パニオロ 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 528＋ 61：12．91� 32．7�
610 ウィッシュノート 牝4黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：13．0� 56．0�
59 � ヒロイックアゲン 牝4黒鹿55 原田 和真浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 472＋ 5 〃 クビ 41．8�
815 スプリングゲイル 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 初也 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B472－ 61：15．0大差 9．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，839，500円 複勝： 27，383，600円 枠連： 9，558，300円
馬連： 43，776，700円 馬単： 19，630，800円 ワイド： 28，192，900円
3連複： 55，039，000円 3連単： 72，151，400円 計： 275，572，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 520円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 990円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 11，370円

票 数

単勝票数 計 198395 的中 � 51076（1番人気）
複勝票数 計 273836 的中 � 72641（1番人気）� 51692（2番人気）� 8395（10番人気）
枠連票数 計 95583 的中 （1－5） 14464（1番人気）
馬連票数 計 437767 的中 �� 67786（1番人気）
馬単票数 計 196308 的中 �� 15411（1番人気）
ワイド票数 計 281929 的中 �� 39778（1番人気）�� 6528（10番人気）�� 3940（19番人気）
3連複票数 計 550390 的中 ��� 10693（6番人気）
3連単票数 計 721514 的中 ��� 4597（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．5―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．7―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 15（8，11）（1，12）2（10，9）－14（4，7）6（3，13）－5 4 ・（15，8，11）（1，12）（2，10，9）14，4（6，7）（3，13）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインフィール �
�
父 デュランダル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．2．20 京都4着

2013．3．21生 牡5栗 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 23戦3勝 賞金 43，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ラタンドレス号・ワンダーアマービレ号

14092 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8日 第8競走 1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

713 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 502－ 21：35．5 4．4�
23 クインズサン 牡5青 57 吉田 隼人 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 浦河 日進牧場 454－ 21：35．81� 4．3�
714 アシュワガンダ 牡5鹿 57

54 ▲川又 賢治髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 486－ 41：36．01� 47．1�
816 ルックアットミー 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 466＋ 21：36．21� 19．3�
24 ユイフィーユ 牝4青鹿55 丸山 元気�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472－ 21：36．3� 8．6�
48 � サンマルスイート 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 462＋101：36．4� 103．8	
36 スマートウェールズ 牡4黒鹿57 北村 友一大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 468± 01：36．61 8．4

47 キャスパリーグ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432－ 61：36．7� 7．0�
12 サーストンアクセス 牡5黒鹿57 横山 和生齊藤 宣勝氏 和田 勇介 日高 スマイルファーム 462－ 2 〃 ハナ 137．2�
59 サンアンカレッジ 牡4栗 57 西田雄一郎 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 486－ 4 〃 ハナ 32．6
611 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 ハナ 12．5�
815 アルジャントゥイユ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454＋ 21：37．12� 105．0�
612 サトノオニキス 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 ハナ 5．6�
510� ショーストーム 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 482＋ 81：37．41� 121．4�
11 ハッピーランラン 牝4鹿 55 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－101：37．71� 50．4�
35 � ベリーグレート 牝4鹿 55 五十嵐雄祐栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 420＋ 81：38．12� 218．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，360，700円 複勝： 26，703，700円 枠連： 10，942，400円
馬連： 36，250，900円 馬単： 16，688，100円 ワイド： 24，180，700円
3連複： 49，572，400円 3連単： 62，341，100円 計： 245，040，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 180円 � 1，110円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，340円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 12，020円 3 連 単 ��� 53，110円

票 数

単勝票数 計 183607 的中 � 32890（2番人気）
複勝票数 計 267037 的中 � 43209（3番人気）� 44474（1番人気）� 4489（10番人気）
枠連票数 計 109424 的中 （2－7） 12885（2番人気）
馬連票数 計 362509 的中 �� 26379（1番人気）
馬単票数 計 166881 的中 �� 6195（1番人気）
ワイド票数 計 241807 的中 �� 16387（1番人気）�� 1753（33番人気）�� 1795（32番人気）
3連複票数 計 495724 的中 ��� 3091（37番人気）
3連単票数 計 623411 的中 ��� 851（187番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．4―12．3―11．8―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．0―37．4―49．7―1：01．5―1：12．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 8－9，10（4，11）（13，16）（6，12）（1，3，14）（2，15）7，5 4 8－9（4，10）11（6，13）（3，16）（1，12）14（2，15）7－5

勝馬の
紹 介

ウェーブヒーロー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．10．18 京都4着

2013．2．26生 牡5鹿 母 ブ ル ー レ イ 母母 ブルーサヴァンナ 22戦3勝 賞金 34，466，000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 タックボーイ号・ヤマニンルサリー号・ライトオブピース号



14093 5月20日 晴 重 （30新潟1）第8日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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

815 アドラメレク 牡4黒鹿57 北村 友一�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：52．2 3．4�

47 ライデンバローズ 牡4芦 57 津村 明秀猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B526＋ 61：52．41� 7．4�
46 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 B494－ 41：52．72 9．9�
610 メイクグローリー 牡4栗 57

54 ▲川又 賢治ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 468± 01：52．8� 16．4�
35 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 B510＋ 2 〃 アタマ 8．6�
34 アドマイヤアロマ 牝7栗 55 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：53．01� 39．6	
59 	 レーヌミラクル 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 492＋ 41：53．21 46．2

23 	 ダッシングブルー 牡6黒鹿57 伴 啓太 �YGGホースクラブ 蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B520＋ 41：53．51� 272．7�
611 マサハヤスター 牡4栗 57 荻野 琢真中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476± 01：53．6� 63．2�
712 クインズマラクータ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B512－ 21：53．7クビ 8．4
11 ウエヲムイテアルコ 牡5青 57 長岡 禎仁千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム B480± 01：53．8� 55．3�
713 フ ラ ン ド ル 
5鹿 57 吉田 隼人寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 3．5�
58 � ラ ロ ー デ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai B470－141：54．01� 33．5�

22 メイショウユウワ 牝4栗 55
52 ▲服部 寿希松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 424－ 81：54．63� 242．3�

814 ブルベアラクーン 牡4栗 57 太宰 啓介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 546－ 41：56．19 38．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，356，300円 複勝： 34，292，900円 枠連： 15，482，100円
馬連： 45，413，700円 馬単： 22，939，200円 ワイド： 33，925，100円
3連複： 64，571，000円 3連単： 88，240，700円 計： 328，221，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 230円 � 300円 枠 連（4－8） 780円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 590円 �� 840円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 17，570円

票 数

単勝票数 計 233563 的中 � 54642（1番人気）
複勝票数 計 342929 的中 � 73781（1番人気）� 36896（4番人気）� 24610（6番人気）
枠連票数 計 154821 的中 （4－8） 15365（3番人気）
馬連票数 計 454137 的中 �� 24711（2番人気）
馬単票数 計 229392 的中 �� 7068（5番人気）
ワイド票数 計 339251 的中 �� 15390（4番人気）�� 10323（8番人気）�� 7316（12番人気）
3連複票数 計 645710 的中 ��� 10742（8番人気）
3連単票数 計 882407 的中 ��� 3640（34番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．3―13．0―12．4―12．7―13．1―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―35．3―48．3―1：00．7―1：13．4―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドラメレク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2016．9．18 阪神6着

2014．1．17生 牡4黒鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 15戦2勝 賞金 29，150，000円
〔制裁〕 ダッシングブルー号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・9番）

ショウブニデル号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリップスプリンガ号・ヒミノブリランテ号

14094 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8日 第10競走 1，800�
た か だ じ ょ う

高 田 城 特 別
発走14時40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 455，000円 130，000円 65，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

713 アウステルリッツ 牡4黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：49．2 2．3�
610 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± 01：49．41� 3．8�
712 プ ロ キ シ マ 牝4青 55 丸山 元気�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 61：49．5� 11．0�
22 ドリームソルジャー 牡4栗 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 476＋ 41：49．6� 7．5�

611 ライトオブピース 牡4鹿 57 小崎 綾也前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 21：49．81 44．7	

46 ヒロシゲグローリー 牡4鹿 57 勝浦 正樹阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 496－12 〃 クビ 15．6

34 レッドリュンヌ 牝5栗 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：49．9� 36．1�
58 エ デ ィ ク ト 牡5鹿 57 木幡 巧也窪田 康志氏 和田 勇介 日高 下河辺牧場 490－ 4 〃 クビ 163．7�
35 ファントムグレイ 牡5芦 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430± 01：50．11� 26．2
11 ヴァンベールシチー 牡4栗 57 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 426－ 21：50．2� 16．4�
814 アグネススターダム 牡5栗 57 丸田 恭介渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．3� 37．7�
47 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 464＋101：50．51 15．4�
815 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57 杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 440－ 41：50．6� 213．5�
23 アルパーシャン 牡6栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460－ 21：50．7� 33．9�
59 マイネルエパティカ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 460＋201：51．12� 207．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，854，500円 複勝： 34，929，600円 枠連： 18，030，100円
馬連： 60，714，500円 馬単： 26，769，700円 ワイド： 38，169，200円
3連複： 80，517，400円 3連単： 106，086，500円 計： 392，071，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 220円 �� 510円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 268545 的中 � 89643（1番人気）
複勝票数 計 349296 的中 � 95130（1番人気）� 65617（2番人気）� 28738（4番人気）
枠連票数 計 180301 的中 （6－7） 39681（1番人気）
馬連票数 計 607145 的中 �� 93024（1番人気）
馬単票数 計 267697 的中 �� 24784（1番人気）
ワイド票数 計 381692 的中 �� 53389（1番人気）�� 17603（4番人気）�� 10202（8番人気）
3連複票数 計 805174 的中 ��� 34729（2番人気）
3連単票数 計1060865 的中 ��� 13486（2番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．2―13．2―12．8―12．3―11．3―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．2―50．4―1：03．2―1：15．5―1：26．8―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．7
3 10（2，6，14）（1，8，9）（7，4，5，12）（3，15，13）－11 4 10（2，6，14）（1，8，9，12）（7，4）（5，13）（3，15）11

勝馬の
紹 介

アウステルリッツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．11 阪神4着

2014．2．3生 牡4黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 9戦2勝 賞金 28，629，000円
※アルパーシャン号・ライトオブピース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14095 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8日 第11競走 ��1，000�
い だ て ん

韋駄天ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，29．5．20以降30．5．13まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

611 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿53 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496± 0 54．9 4．0�
713 ノットフォーマル 牝6黒鹿50 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B472± 0 55．22 37．0�
11 レッドラウダ 牡5鹿 53 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B524＋ 2 〃 クビ 16．7�
12 タイムトリップ 牡4黒鹿54 勝浦 正樹中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 504＋ 4 55．3クビ 53．9�
510 ナインテイルズ 牡7栗 53 小崎 綾也岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480－ 2 55．51� 32．2�
59 � アペルトゥーラ 牡7栗 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 504－ 2 〃 ハナ 5．2	
714� スズカアーサー 牡9鹿 49 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 500－ 2 55．6クビ 39．0

815 ラインミーティア 牡8鹿 57 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 474＋ 2 55．7� 7．4�
35 � ヨ ン カ ー 	5芦 52 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

B532－ 4 〃 クビ 12．3�
612 オールインワン 牡5鹿 54 丸山 元気 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 494＋ 2 〃 アタマ 7．7
36 シンボリディスコ 牡8栗 55 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 496＋ 6 55．8� 66．0�
24 レジーナフォルテ 牝4黒鹿53 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 498－ 2 〃 アタマ 7．1�
23 グラミスキャッスル 牝5鹿 49 木幡 巧也飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 470－ 8 55．9
 23．2�
47 スペチアーレ 牝6鹿 50 横山 武史青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 同着 33．6�
816 ブラックバード 	6鹿 50 藤田菜七子 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム B464－ 2 56．0クビ 15．9�
48 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 53 太宰 啓介竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 B488＋ 2 56．63� 55．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，267，100円 複勝： 83，637，700円 枠連： 47，904，500円
馬連： 222，853，800円 馬単： 86，174，500円 ワイド： 108，407，200円
3連複： 352，622，500円 3連単： 438，370，400円 計： 1，405，237，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 1，020円 � 420円 枠 連（6－7） 2，960円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 13，400円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，140円 �� 9，810円

3 連 複 ��� 42，110円 3 連 単 ��� 192，260円

票 数

単勝票数 計 652671 的中 � 127539（1番人気）
複勝票数 計 836377 的中 � 135784（1番人気）� 17889（13番人気）� 48799（7番人気）
枠連票数 計 479045 的中 （6－7） 12532（15番人気）
馬連票数 計2228538 的中 �� 18728（33番人気）
馬単票数 計 861745 的中 �� 4822（52番人気）
ワイド票数 計1084072 的中 �� 9686（34番人気）�� 25350（9番人気）�� 2776（91番人気）
3連複票数 計3526225 的中 ��� 6279（154番人気）
3連単票数 計4383704 的中 ��� 1653（634番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．6―43．5

上り4F42．9－3F32．8
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 19戦5勝 賞金 86，331，000円

14096 5月20日 晴 稍重 （30新潟1）第8日 第12競走 ��1，200�
ゆ ざ わ

湯 沢 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 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

35 シュエットヌーベル 牝4栗 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B456－ 21：09．7 32．2�

713 カネトシブレス 牝5鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 444－ 21：09．8� 25．7�
11 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458± 0 〃 ハナ 17．7�
24 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－181：09．9� 15．1�
12 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B432＋ 2 〃 ハナ 3．5	
612 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 勝浦 正樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 478± 01：10．0� 21．1

714 メイショウトキン �5黒鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 472－ 41：10．21	 41．9�
48 
 マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 500－ 6 〃 ハナ 3．5�

23 フラウティスタ 牝4鹿 55 小崎 綾也 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 14．1
47 メイショウハバネラ 牝4栗 55 森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 6 〃 ハナ 21．2�
59 ブレイズガール 牝5鹿 55 太宰 啓介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B498＋ 41：10．41	 15．4�
815 マ ジ ョ ラ ム 牝4鹿 55 津村 明秀�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 2 〃 クビ 5．9�
36 � ペッシュカネル 牝5栗 55 長岡 禎仁清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 バンブー牧場 428－17 〃 ハナ 169．6�
611 ラッシュハート 牝4鹿 55 秋山真一郎小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 412± 0 〃 ハナ 52．7�
816 ポ ン ポ ン 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 454＋181：10．61	 55．6�
510� モアナブルー 牝4栗 55 菱田 裕二平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：10．81	 40．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，177，100円 複勝： 58，974，000円 枠連： 28，867，500円
馬連： 108，417，200円 馬単： 45，368，800円 ワイド： 68，565，700円
3連複： 152，963，300円 3連単： 199，414，800円 計： 705，748，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 720円 � 840円 � 600円 枠 連（3－7） 11，390円

馬 連 �� 25，300円 馬 単 �� 55，590円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 5，740円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 111，480円 3 連 単 ��� 701，820円

票 数

単勝票数 計 431771 的中 � 10722（11番人気）
複勝票数 計 589740 的中 � 21513（9番人気）� 18320（11番人気）� 26519（7番人気）
枠連票数 計 288675 的中 （3－7） 1963（29番人気）
馬連票数 計1084172 的中 �� 3320（69番人気）
馬単票数 計 453688 的中 �� 612（141番人気）
ワイド票数 計 685657 的中 �� 2867（68番人気）�� 3083（63番人気）�� 3484（54番人気）
3連複票数 計1529633 的中 ��� 1029（274番人気）
3連単票数 計1994148 的中 ��� 206（1627番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュエットヌーベル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．4 新潟9着

2014．3．6生 牝4栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 15戦2勝 賞金 20，177，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アンヴェルス号・チタンクレバー号・トウショウジャイロ号

３レース目



（30新潟1）第8日 5月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 184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

189，080，000円
1，300，000円
16，030，000円
1，770，000円
20，880，000円
73，325，500円
5，598，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
308，067，100円
421，124，400円
183，789，600円
704，500，700円
317，454，700円
435，300，800円
1，023，681，600円
1，305，198，800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 4，699，117，700円

総入場人員 14，895名 （有料入場人員 12，980名）



平成30年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，393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

1，542，660，000円
16，820，000円
117，030，000円
12，650，000円
172，480，000円
562，970，500円
45，019，400円
13，372，800円

勝馬投票券売得金
2，324，787，700円
3，489，305，000円
1，343，700，100円
5，099，863，700円
2，396，199，000円
3，247，096，600円
7，325，995，700円
9，665，154，800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 34，892，102，600円

総入場延人員 112，229名 （有料入場延人員 93，352名）
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