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14001 4月27日 曇 重 （31新潟1）第1日 第1競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時55分（番組第4競走を順序変更） （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400万円超過馬は
超過額300万円毎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3：06．0良

33 マイブルーヘブン 牡5鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 486＋ 23：07．2 7．9�
46 リリーシューター 牡6鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502－ 83：07．83� 10．4�
58 キズナエンドレス 牝8鹿 58 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 484＋ 63：08．11� 32．7�
712 クロフネフリート 牡8鹿 60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 542＋ 63：08．31� 144．2�
45 シ ー レ ー ン 牡4鹿 59 白浜 雄造谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 43：08．4クビ 1．9�
814 マイネルヴァッサー 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 �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 428＋ 23：08．82� 58．7	
22 ジャズファンク 牡7鹿 60 高田 潤市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 514＋123：08．9クビ 6．7

610 アットザトップ �5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 456－ 43：09．0� 8．3�
11 ウインレーベン 牡8青鹿60 熊沢 重文�ウイン 長谷川浩大 日高 モリナガファーム 478＋ 43：09．1� 13．5�
711 ノーブルサンズ 牝6栗 58 江田 勇亮吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 23：10．05 47．6
813 ツジスーパーサクラ 牝7芦 60 北沢 伸也辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 482－ 63：10．1� 120．4�
57 ダンツペンダント 牝6黒鹿58 平沢 健治山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 520± 0 〃 アタマ 11．6�
69 プリンシパルスター �6青鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 63：10．3� 142．8�
34 ル ー 牡9鹿 60 蓑島 靖典武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 476＋123：13．6大差 152．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，656，800円 複勝： 40，842，600円 枠連： 10，989，700円
馬連： 36，540，600円 馬単： 20，364，500円 ワイド： 29，738，100円
3連複： 63，704，200円 3連単： 78，114，200円 計： 300，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 310円 � 310円 � 950円 枠 連（3－4） 850円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 2，410円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 30，540円 3 連 単 ��� 131，090円

票 数

単勝票数 計 206568 的中 � 20728（3番人気）
複勝票数 計 408426 的中 � 36882（4番人気）� 37025（3番人気）� 9939（8番人気）
枠連票数 計 109897 的中 （3－4） 9998（3番人気）
馬連票数 計 365406 的中 �� 8125（14番人気）
馬単票数 計 203645 的中 �� 2139（29番人気）
ワイド票数 計 297381 的中 �� 6342（15番人気）�� 3161（24番人気）�� 2201（29番人気）
3連複票数 計 637042 的中 ��� 1564（63番人気）
3連単票数 計 781142 的中 ��� 432（313番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．5－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

マイブルーヘブン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．10．1 阪神4着

2014．4．9生 牡5鹿 母 ウルトラペガサス 母母 Bagatelle 障害：6戦2勝 賞金 28，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルロウニンアジ号・マックスドリーム号

14002 4月27日 曇 不良 （31新潟1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

33 ダノングリスター 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 492－ 81：51．6 1．1�
710 シゲルヒスイ 牡3黒鹿56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 21：52．34 23．1�
811 シ イ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成風早 信昭氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 442－ 2 〃 ハナ 245．6�
79 サングリーンベイ 牡3栗 56 村田 一誠 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B480＋ 61：52．61� 29．1�
56 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 502－ 6 〃 クビ 39．9�
812 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 458－ 41：52．7� 24．7	
44 ビービーオネスト 牡3黒鹿56 幸 英明
坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 512＋ 41：52．8� 6．7�
55 フェブタイズ 牡3鹿 56 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 494± 01：53．97 26．4�
67 アイルビーザスター 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476－ 21：54．11� 67．8
22 プリマヴェージ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 500－ 41：54．84 197．7�
11 パシフィスタ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也 
キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 482± 01：55．75 18．5�
68 デルマロンシャン 牡3栗 56

54 △西村 淳也浅沼 廣幸氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 21：55．8� 116．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，471，500円 複勝： 131，517，800円 枠連： 10，450，900円
馬連： 46，685，800円 馬単： 38，915，900円 ワイド： 42，714，200円
3連複： 73，016，200円 3連単： 147，544，600円 計： 522，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 280円 � 1，570円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，110円 �� 17，210円

3 連 複 ��� 36，410円 3 連 単 ��� 65，780円

票 数

単勝票数 計 314715 的中 � 210320（1番人気）
複勝票数 計1315178 的中 � 1080651（1番人気）� 26946（5番人気）� 3641（11番人気）
枠連票数 計 104509 的中 （3－7） 16911（2番人気）
馬連票数 計 466858 的中 �� 40717（2番人気）
馬単票数 計 389159 的中 �� 33392（2番人気）
ワイド票数 計 427142 的中 �� 27696（3番人気）�� 3369（26番人気）�� 596（53番人気）
3連複票数 計 730162 的中 ��� 1504（64番人気）
3連単票数 計1475446 的中 ��� 1626（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―49．6―1：02．2―1：14．3―1：27．0―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングリスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．21 京都9着

2016．2．5生 牡3鹿 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 7戦1勝 賞金 11，500，000円
〔制裁〕 シゲルヒスイ号の騎手吉田隼人は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔3走成績による出走制限〕 デルマロンシャン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月27日まで平地競走に出走

できない。

第１回 新潟競馬 第１日



14003 4月27日 小雨 不良 （31新潟1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

34 エリンアクトレス 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B478－ 21：11．3 13．3�
711 ファムファタル 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 480－ 61：11．51 2．0�
46 セイドアモール 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 464－101：12．67 5．0�
58 ジャングルキッド 牝3芦 54 幸 英明松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 61：12．7� 11．9�
45 マサノバルサー 牝3黒鹿54 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 456－ 21：12．8� 6．8�
712 サパムーカンチャイ 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 450＋ 21：12．9� 273．7

813 キクノプレミア 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 434 ―1：13．0� 23．7�
610 ローレルリース 牝3鹿 54 北村 友一岡田 牧雄氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 508＋ 21：13．1� 43．1�
814 ダンツシャープ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：13．52� 205．0
57 アイカリトマナカ 牝3鹿 54 �島 克駿村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 87．0�
11 ル ナ ー レ ス 牝3栗 54 西田雄一郎	日東牧場 萱野 浩二 浦河 日東牧場 466＋ 81：13．6� 130．4�
69 フレッシュスマイル 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 454± 01：14．02� 6．8�
22 ランランコハク 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士	髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 450－ 2 〃 クビ 139．6�
33 マハロモアナ 牝3鹿 54 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 440± 01：14．31� 167．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，287，900円 複勝： 59，130，100円 枠連： 13，275，900円
馬連： 58，321，800円 馬単： 33，995，600円 ワイド： 45，038，300円
3連複： 86，260，100円 3連単： 125，941，500円 計： 456，251，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 200円 � 110円 � 150円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 380円 �� 670円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 342879 的中 � 20476（6番人気）
複勝票数 計 591301 的中 � 46519（5番人気）� 252751（1番人気）� 74120（2番人気）
枠連票数 計 132759 的中 （3－7） 11050（3番人気）
馬連票数 計 583218 的中 �� 39584（4番人気）
馬単票数 計 339956 的中 �� 7922（12番人気）
ワイド票数 計 450383 的中 �� 29473（4番人気）�� 15219（9番人気）�� 53256（1番人気）
3連複票数 計 862601 的中 ��� 46330（3番人気）
3連単票数 計1259415 的中 ��� 7106（38番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．7―12．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―34．0―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリンアクトレス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．10．14 東京11着

2016．3．11生 牝3栗 母 エリンズハープ 母母 エリンバード 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダンツシャープ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月27日まで平地競走に出走でき

ない。

14004 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時30分（番組第1競走を順序変更） （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

67 タガノエスプレッソ 牡7鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458－ 23：09．9 1．9�

78 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 500－ 83：10．0� 18．2�

811 レインボーナンバー 牡4黒鹿59 難波 剛健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－103：11．610 4．6�
810 コスモバーダン 牡7鹿 60 上野 翔 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 520－ 6 〃 クビ 4．2�
11 ラハトケレブ 牡6鹿 60 植野 貴也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 492＋ 23：12．23� 14．6�
66 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 63：12．3� 12．6	
55 シャイニードラード 牡4栗 59 江田 勇亮小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 512＋ 43：13．68 208．8

44 ハギノグランデ �4鹿 59 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 592－103：16．6大差 67．7�
22 � トッコディルーチェ �6鹿 60 西谷 誠加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

496－ 23：17．98 71．7�
33 � シンティエンディー 牝4芦 57 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 加 Robert G.

Harvey 488－143：19．17 205．8
79 ゼンノタヂカラオ �6黒鹿60 草野 太郎大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 510＋ 43：19．52� 25．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，081，200円 複勝： 24，784，000円 枠連： 13，442，700円
馬連： 35，923，100円 馬単： 22，562，200円 ワイド： 28，668，600円
3連複： 56，694，900円 3連単： 88，909，900円 計： 294，066，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連（6－7） 870円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 540円 �� 170円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 8，990円

票 数

単勝票数 計 230812 的中 � 96354（1番人気）
複勝票数 計 247840 的中 � 79008（1番人気）� 15992（6番人気）� 50325（2番人気）
枠連票数 計 134427 的中 （6－7） 11880（3番人気）
馬連票数 計 359231 的中 �� 16307（6番人気）
馬単票数 計 225622 的中 �� 7468（9番人気）
ワイド票数 計 286686 的中 �� 11831（7番人気）�� 54847（1番人気）�� 7453（10番人気）
3連複票数 計 566949 的中 ��� 22348（5番人気）
3連単票数 計 889099 的中 ��� 7167（24番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．5－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡7鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円



14005 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・左・外）
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
1：31．5
1：30．7

良
良

24 スコッチリール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 448± 01：36．6 8．2�
12 アドマイヤコメット 牝3黒鹿54 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B438－ 81：36．92 12．5�
816� スカーレットベガ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 愛

Eimear Mulhern
& Maureen
Haughey

414＋ 21：37．11� 44．7�
23 マジェスティ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 414＋ 2 〃 ハナ 5．9�
611 ロードアブソルート 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 430－ 61：37．2クビ 2．9	
59 ガビーズドリーム 牡3鹿 56 嶋田 純次長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 468＋ 2 〃 クビ 349．0

35 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 北村 友一山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 61：37．3クビ 3．6�
11 グレースベイ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �キャロットファーム 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 466＋ 81：37．61	 71．2�
815 アーティファクト 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ― 〃 ハナ 9．3
36 トワイライトビギン 牝3鹿 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 454－12 〃 クビ 66．7�
713 ロードノエル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 486 ―1：37．81
 33．4�
510 タマモパスクワ 牡3鹿 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 464＋ 6 〃 アタマ 306．5�
612 シ ン リ ン 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 446－101：37．9	 489．1�
47 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 428－ 61：38．43 23．5�
48 リ オ ハ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也吉田 和美氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 69．8�
714 フライトゥヘヴン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 B424－ 81：38．5クビ 132．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，562，000円 複勝： 57，705，600円 枠連： 18，106，000円
馬連： 67，278，900円 馬単： 36，604，900円 ワイド： 52，206，200円
3連複： 96，784，200円 3連単： 115，195，300円 計： 480，443，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 270円 � 430円 � 930円 枠 連（1－2） 1，420円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 7，310円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，110円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 35，130円 3 連 単 ��� 150，480円

票 数

単勝票数 計 365620 的中 � 35544（4番人気）
複勝票数 計 577056 的中 � 63077（4番人気）� 34477（6番人気）� 14525（8番人気）
枠連票数 計 181060 的中 （1－2） 9825（6番人気）
馬連票数 計 672789 的中 �� 15136（13番人気）
馬単票数 計 366049 的中 �� 3751（29番人気）
ワイド票数 計 522062 的中 �� 10944（16番人気）�� 4280（27番人気）�� 2886（37番人気）
3連複票数 計 967842 的中 ��� 2066（82番人気）
3連単票数 計1151953 的中 ��� 555（376番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．1―12．4―12．2―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．6―1：00．0―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 2－5（4，10）（1，7，12）（3，16，15）9，6（14，11）（8，13） 4 2＝5－（4，10）12（1，7，15）16（3，6，9）（8，14，11）13

勝馬の
紹 介

スコッチリール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．15 中山3着

2016．4．28生 牝3黒鹿 母 ストラスペイ 母母 ポ ッ プ ス 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 ボナセーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

14006 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12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
2：10．8
2：09．7

良
良

22 ロードブレス 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 496－ 42：16．6 49．0�
67 パルティアーモ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474－102：16．7� 51．8�
78 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 412± 02：17．12� 43．5�
11 グレートベースン 牡3青鹿56 吉田 隼人桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 502－ 42：17．84 3．4	
810 ミケランジェロ 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 460－ 22：18．01	 4．9

33 レイズアフラッグ 牡3栗 56

53 ▲団野 大成�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 42：18．1� 17．2�

811 ヴァロリザー 牡3黒鹿56 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 43．4�
79 サクセスクルーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 410－ 22：18．73� 299．8
66 ポイントオブオナー 牡3栗 56 池添 謙一吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 452－ 62：18．8� 2．0�
44 フローズンナイト 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 496＋ 62：19．0� 9．8�
55 イントゥアドリーム 牡3青鹿 56

53 ▲大塚 海渡薪浦 州平氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 428－ 8 〃 クビ 58．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，165，700円 複勝： 44，418，700円 枠連： 11，649，500円
馬連： 50，001，900円 馬単： 32，590，700円 ワイド： 41，057，900円
3連複： 73，753，900円 3連単： 127，532，400円 計： 417，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，900円 複 勝 � 1，080円 � 1，460円 � 870円 枠 連（2－6） 4，470円

馬 連 �� 56，240円 馬 単 �� 156，680円

ワ イ ド �� 11，620円 �� 8，050円 �� 10，820円

3 連 複 ��� 245，840円 3 連 単 ��� 2，433，180円

票 数

単勝票数 計 361657 的中 � 5893（8番人気）
複勝票数 計 444187 的中 � 10911（8番人気）� 7934（10番人気）� 13798（6番人気）
枠連票数 計 116495 的中 （2－6） 2019（13番人気）
馬連票数 計 500019 的中 �� 689（46番人気）
馬単票数 計 325907 的中 �� 156（91番人気）
ワイド票数 計 410579 的中 �� 911（47番人気）�� 1319（39番人気）�� 979（43番人気）
3連複票数 計 737539 的中 ��� 225（135番人気）
3連単票数 計1275324 的中 ��� 38（835番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．4―48．2―1：01．0―1：13．6―1：26．4―1：39．2―1：51．7―2：04．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードブレス �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2019．1．27 京都7着

2016．4．11生 牡3黒鹿 母 ミステリューズ 母母 レモンバーム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ポイントオブオナー号の騎手池添謙一は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・1番・5番）



14007 4月27日 小雨 不良 （31新潟1）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

79 ナイトスプライト 牝4栗 55
52 ▲斎藤 新 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 468＋ 61：10．4 3．7�

811 シュピールカルテ 牝5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 2 〃 クビ 10．7�

67 カシマフウリン 牝4栗 55 西田雄一郎松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 486－121：10．5� 34．1�
22 メイショウルクール 牝4鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 468－ 2 〃 アタマ 11．0�
33 � エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500± 01：10．6クビ 35．6	
11 ルーチェソラーレ 牝4芦 55

54 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：10．7� 3．7

44 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 458＋ 21：10．8� 4．3�
66 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 444± 0 〃 クビ 12．4�
55 � ワンダーリアス 牝5鹿 55 北村 友一山本 能成氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 434－ 61：11．22� 45．7
810 ゴールドタンバリン 牝4栗 55 津村 明秀吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 436＋22 〃 ハナ 7．2�
78 � ヨドノローズ 牝6栗 55

52 ▲服部 寿希海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 464＋ 91：12．05 269．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，228，600円 複勝： 45，770，400円 枠連： 13，840，500円
馬連： 60，373，700円 馬単： 31，799，900円 ワイド： 45，998，400円
3連複： 80，502，900円 3連単： 112，664，800円 計： 423，179，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 310円 � 690円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，960円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 17，260円 3 連 単 ��� 75，630円

票 数

単勝票数 計 322286 的中 � 69529（1番人気）
複勝票数 計 457704 的中 � 93402（2番人気）� 35647（6番人気）� 13764（8番人気）
枠連票数 計 138405 的中 （7－8） 11386（5番人気）
馬連票数 計 603737 的中 �� 24001（7番人気）
馬単票数 計 317999 的中 �� 6576（14番人気）
ワイド票数 計 459984 的中 �� 19390（7番人気）�� 5914（25番人気）�� 3290（34番人気）
3連複票数 計 805029 的中 ��� 3498（56番人気）
3連単票数 計1126648 的中 ��� 1080（255番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．8―11．9―11．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．2―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．2
3 11－（6，10）－（1，7）2（3，5，9）－8，4 4 11－10，6－（1，7）2，9（3，5）－（8，4）

勝馬の
紹 介

ナイトスプライト �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Southern Halo デビュー 2017．10．28 京都6着

2015．2．17生 牝4栗 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 18戦2勝 賞金 24，650，000円

14008 4月27日 小雨 不良 （31新潟1）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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

710 ショウナンサリュー 牡5芦 57 �島 克駿国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 492－ 61：50．0 2．6�
22 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484－ 21：50．53 2．2�
56 � ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 小崎 綾也芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 462－101：50．6� 64．0�
68 � フッカツノノロシ 牡6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 512－ 21：51．13 45．2�
33 トモノコテツ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 470－ 41：51．2� 44．1�
44 セレブレイトソング �7栗 57

55 △西村 淳也 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B494－ 61：51．51� 7．5	
55 シェパーズポーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 41：51．92 23．3

812� シンアンドケン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 クビ 8．9�
79 � セブンレジェンド 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 506－101：52．11	 181．9�
811 トウシンカイザー 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 500－ 81：52．2クビ 137．2�
67 ショウザドリーム �4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 418± 01：52．94 90．7�

11 スプレーモゲレイロ �6鹿 57 松若 風馬 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 448－ 61：55．3大差 16．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，733，800円 複勝： 44，444，100円 枠連： 13，963，600円
馬連： 69，933，400円 馬単： 40，110，600円 ワイド： 48，295，800円
3連複： 102，208，700円 3連単： 150，777，900円 計： 510，467，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 110円 � 790円 枠 連（2－7） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，830円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 13，850円

票 数

単勝票数 計 407338 的中 � 125084（2番人気）
複勝票数 計 444441 的中 � 96999（2番人気）� 152890（1番人気）� 7033（9番人気）
枠連票数 計 139636 的中 （2－7） 34279（1番人気）
馬連票数 計 699334 的中 �� 168660（1番人気）
馬単票数 計 401106 的中 �� 48943（2番人気）
ワイド票数 計 482958 的中 �� 88302（1番人気）�� 5660（18番人気）�� 3564（25番人気）
3連複票数 計1022087 的中 ��� 14720（15番人気）
3連単票数 計1507779 的中 ��� 7890（38番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．3―12．9―12．2―12．4―12．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．6―48．5―1：00．7―1：13．1―1：25．6―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサリュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都4着

2014．4．12生 牡5芦 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 13戦1勝 賞金 24，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプレーモゲレイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月27日まで平
地競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 トウシンカイザー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月27日まで平地競走に出走で
きない。



14009 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第9競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時25分 （芝・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

713 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 472－ 61：10．0 6．5�
816� ポンペイワーム 牡3栗 56 坂井 瑠星吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 498± 01：10．31� 8．1�
714 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 	島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 452－ 21：10．4
 21．7�
612 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454＋ 2 〃 クビ 68．8�
12 � ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 414＋ 4 〃 クビ 15．1�
510 マイネルアルケミー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 472± 01：10．61 2．7	
611 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿56 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 454± 01：10．7
 6．5

815 アーズローヴァー 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 アタマ 7．8�
36 タガノジェロディ 牡3栗 56 斎藤 新八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 468＋ 81：11．12
 50．6
23 ファストアズエバー 牝3芦 54 畑端 省吾 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450－ 2 〃 ハナ 33．1�
48 � ユニバーサルレディ 牝3鹿 54 横山 武史沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 434－ 21：11．2
 31．5�
59 ヴィクトリアポデル 牡3鹿 56 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 482－ 81：11．52 19．6�
11 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 434－ 21：11．6クビ 56．6�
47 タイセイスパーブ 牡3鹿 56 木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 476－ 41：11．7
 39．2�
35 ワ ン ネ ス 牡3鹿 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 532＋ 61：11．91� 54．5�
24 スカイズザリミット 牝3栗 54 木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 436－ 81：12．75 172．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，567，100円 複勝： 70，898，200円 枠連： 28，059，000円
馬連： 99，611，200円 馬単： 45，213，100円 ワイド： 73，179，000円
3連複： 152，688，900円 3連単： 180，806，300円 計： 695，022，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 310円 � 490円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，690円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 73，510円

票 数

単勝票数 計 445671 的中 � 54099（3番人気）
複勝票数 計 708982 的中 � 87189（3番人気）� 59529（5番人気）� 33914（7番人気）
枠連票数 計 280590 的中 （7－8） 20537（4番人気）
馬連票数 計 996112 的中 �� 23662（12番人気）
馬単票数 計 452131 的中 �� 5444（22番人気）
ワイド票数 計 731790 的中 �� 16156（12番人気）�� 11139（16番人気）�� 7736（25番人気）
3連複票数 計1526889 的中 ��� 7606（45番人気）
3連単票数 計1808063 的中 ��� 1783（210番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモメイトウ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．8．12 小倉2着

2016．3．25生 牡3黒鹿 母 チャームアンサー 母母 アンサーミー 9戦2勝 賞金 26，310，000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 タガノカルラ号・ファルトレク号

14010 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第10競走 ��
��2，000�

か す が や ま

春 日 山 特 別
発走15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 245，000円 70，000円 35，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 エリティエール 牝5鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：01．4 3．1�
77 アールスター 牡4鹿 57 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 504－ 6 〃 ハナ 1．9�
44 ダイシンクイント 牡5黒鹿57 岩田 康誠大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 482－ 22：01．82� 9．8�
33 エテレインミノル 牡5鹿 57 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 496－ 22：02．22� 4．9�
66 ウェディングベール 牝4芦 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 442± 02：02．3	 95．2�
88 ウォーターミリオン 牡6栗 57 西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 442－ 42：02．51
 22．0	
55 タイセイグランツ 牡4黒鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514－ 42：03．03 22．2

11 ス テ フ ィ ン 牡5鹿 57 菱田 裕二手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 42：03．95 67．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，950，600円 複勝： 44，816，300円 枠連： 発売なし
馬連： 90，978，300円 馬単： 53，208，100円 ワイド： 44，790，000円
3連複： 102，875，800円 3連単： 262，766，400円 計： 648，385，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 150円 �� 410円 �� 280円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 489506 的中 � 122585（2番人気）
複勝票数 計 448163 的中 � 83442（2番人気）� 199516（1番人気）� 41857（4番人気）
馬連票数 計 909783 的中 �� 249534（1番人気）
馬単票数 計 532081 的中 �� 63047（2番人気）
ワイド票数 計 447900 的中 �� 92873（1番人気）�� 22598（6番人気）�� 36947（4番人気）
3連複票数 計1028758 的中 ��� 102374（2番人気）
3連単票数 計2627664 的中 ��� 60032（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．0―12．2―12．7―12．3―11．6―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．3―48．3―1：00．5―1：13．2―1：25．5―1：37．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 4－7，3（1，8）（6，2）－5 4 4－（3，7）（1，8）2（6，5）

勝馬の
紹 介

エリティエール �

父 ディープインパクト �


母父 Awesome Again デビュー 2017．2．25 中山9着

2014．4．19生 牝5鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 8戦2勝 賞金 23，645，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 エリティエール号の騎手池添謙一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）



14011 4月27日 小雨 重 （31新潟1）第1日 第11競走 ��
��1，000�

しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時35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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

711 ジョーカナチャン 牝4鹿 55 幸 英明上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 444－ 8 55．6 4．7�
813 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488± 0 55．7	 9．3�
57 カッパツハッチ 牝4鹿 55 津村 明秀�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 468－ 6 55．8
 3．4�
33 � コパノディール 牝6黒鹿55 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 438－ 2 56．11	 20．6�
56 スビールアスール 牝5黒鹿55 西田雄一郎�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 490－12 56．52
 11．2	
812 チェイスダウン 牡6鹿 57 松若 風馬畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 486＋ 2 56．71� 28．4

11 クラウンルシフェル 牡8栗 57 川島 信二�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B482－ 4 〃 ハナ 88．1�
710 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 500－ 4 56．91� 15．6�
44 レッドラウダ 牡6鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B524＋10 〃 クビ 7．8
69 � リバティーホール 牝10鹿 55 横山 武史吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450＋ 2 57．43 219．3�
45 ウインストラグル 牡5黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 488＋ 2 〃 クビ 6．7�
68 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 480－ 8 57．72 46．0�
22 ラフィングマッチ 牡4栗 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 498＋ 2 57．91
 10．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 83，947，700円 複勝： 101，667，800円 枠連： 58，795，200円
馬連： 238，958，500円 馬単： 97，793，400円 ワイド： 127，171，200円
3連複： 367，028，500円 3連単： 460，989，200円 計： 1，536，351，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 250円 � 140円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 750円 �� 390円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 18，240円

票 数

単勝票数 計 839477 的中 � 141986（2番人気）
複勝票数 計1016678 的中 � 149305（2番人気）� 85972（6番人気）� 223998（1番人気）
枠連票数 計 587952 的中 （7－8） 48260（4番人気）
馬連票数 計2389585 的中 �� 85770（9番人気）
馬単票数 計 977934 的中 �� 19038（13番人気）
ワイド票数 計1271712 的中 �� 41368（7番人気）�� 88150（1番人気）�� 57313（3番人気）
3連複票数 計3670285 的中 ��� 90349（5番人気）
3連単票数 計4609892 的中 ��� 18315（37番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．8―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．1―44．0

上り4F43．6－3F33．3
勝馬の
紹 介

ジョーカナチャン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．17 阪神6着

2015．2．3生 牝4鹿 母 ラッキーダイス 母母 ミ ス ベ ガ ス 7戦4勝 賞金 46，128，000円
〔発走状況〕 ジョーカナチャン号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。

14012 4月27日 小雨 不良 （31新潟1）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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

78 � ディライトプロミス 牝4鹿 55
53 △西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 460－ 41：51．5 2．9�

810 トミケンエンデレア 牡4鹿 57
56 ☆横山 武史冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 500－ 21：51．81	 3．7�

22 ミトノブラック 牡4青鹿 57
54 ▲亀田 温心ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B460－ 8 〃 クビ 6．1�

66 
 ヒロノワカムシャ �5黒鹿57 川島 信二小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 482＋161：52．01� 7．1�
89 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 幸 英明宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492＋ 21：52．1クビ 4．9�
55 
 マイネルツィール 牡6鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 482＋ 4 〃 アタマ 35．9	
11 ペイシャリサ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 494＋101：52．2 12．7

44 
 スズヨブラック 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 486－ 41：53．47 46．3�
33 
 パワーズオブテン �5鹿 57

56 ☆木幡 巧也�駒秀 新開 幸一 浦河 大西ファーム 422＋121：54．78 110．3
77 サンシャンペーン 牡4鹿 57 上野 翔加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 478＋26 〃 ハナ 134．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，079，300円 複勝： 53，958，400円 枠連： 21，595，700円
馬連： 104，073，400円 馬単： 54，776，800円 ワイド： 62，468，500円
3連複： 137，654，000円 3連単： 251，613，800円 計： 737，219，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 510793 的中 � 137151（1番人気）
複勝票数 計 539584 的中 � 149991（1番人気）� 106044（2番人気）� 61278（5番人気）
枠連票数 計 215957 的中 （7－8） 58028（1番人気）
馬連票数 計1040734 的中 �� 157277（1番人気）
馬単票数 計 547768 的中 �� 45289（1番人気）
ワイド票数 計 624685 的中 �� 85197（1番人気）�� 48147（3番人気）�� 31051（9番人気）
3連複票数 計1376540 的中 ��� 91430（3番人気）
3連単票数 計2516138 的中 ��� 48808（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―12．8―12．9―12．2―12．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―49．2―1：02．1―1：14．3―1：26．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ディライトプロミス �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Salt Lake デビュー 2017．9．3 新潟4着

2015．5．19生 牝4鹿 母 Teddy’s Promise 母母 Braids and Beads 11戦2勝 賞金 17，250，000円



（31新潟1）第1日 4月27日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 148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
2，530，000円
14，820，000円
1，330，000円
21，550，000円
58，073，000円
5，303，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
483，732，200円
719，954，000円
214，168，700円
958，680，600円
507，935，700円
641，326，200円
1，393，172，300円
2，102，856，300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 7，021，826，000円

総入場人員 9，124名 （有料入場人員 8，018名）
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