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14049 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時50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

713 アグリューム 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456 ―1：37．2 11．9�

59 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 吉田 隼人村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 464± 0 〃 クビ 2．1�
36 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 430＋ 21：37．41 8．9�
11 トーセンバイオ 牝3栗 54 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 41：37．5� 4．8�
24 エムアイグランツ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 504＋ 21：37．82 24．1	
12 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来金子真人ホール
ディングス
 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464－14 〃 クビ 5．9�

612 クリーンガーベラ 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太石橋 和夫氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 446－ 21：37．9クビ 77．9�

35 ペイシャスムーズ 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 462＋141：38．11� 99．2

23 ブラックアーシャ 牝3黒鹿54 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 476＋161：38．2クビ 144．7�
714 メイショウガッツ �3青 56

53 ▲菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 458＋14 〃 ハナ 197．5�
48 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也
ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 446 ― 〃 ハナ 71．5�
510 ヴ ェ ネ レ 牝3鹿 54 小崎 綾也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 440＋ 41：38．3� 71．9�
815 シッパイシナイノデ 牝3鹿 54 丸田 恭介小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460＋ 61：38．4� 74．6�
816 キャビテーション 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史吉田 千津氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 442－121：38．5	 21．4�
47 フ ロ リ ー ル 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B432－ 4 〃 ハナ 24．3�
611 ユキノディライト 牡3鹿 56 荻野 極井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 488＋121：38．6� 88．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，868，000円 複勝： 23，861，300円 枠連： 8，111，200円
馬連： 31，208，900円 馬単： 16，719，400円 ワイド： 23，597，100円
3連複： 47，326，400円 3連単： 55，120，200円 計： 220，812，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 310円 � 110円 � 210円 枠 連（5－7） 1，390円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，630円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 21，150円

票 数

単勝票数 計 148680 的中 � 9927（5番人気）
複勝票数 計 238613 的中 � 12822（5番人気）� 90779（1番人気）� 21615（4番人気）
枠連票数 計 81112 的中 （5－7） 4497（5番人気）
馬連票数 計 312089 的中 �� 18115（5番人気）
馬単票数 計 167194 的中 �� 3049（14番人気）
ワイド票数 計 235971 的中 �� 10255（5番人気）�� 3422（18番人気）�� 15695（3番人気）
3連複票数 計 473264 的中 ��� 11264（10番人気）
3連単票数 計 551202 的中 ��� 1889（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―13．1―13．1―11．5―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―37．4―50．5―1：03．6―1：15．1―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．6
3 14，16（10，9）（5，12）11，6（2，7，13）（1，3，15）（4，8） 4 14（10，16，9）（5，12）（2，11）6（1，7，13）（4，3，15）－8

勝馬の
紹 介

アグリューム �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．2．3生 牝3鹿 母 ドルチェリモーネ 母母 レモンスフレⅡ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 フロリール号・ヴェネレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11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 アマレーン号・ウインドスケール号

14050 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5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

713 リトルウィッチ 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 404＋ 21：12．7 7．2�

815 サンダーソニア 牝3栗 54
51 ▲斎藤 新�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 474－ 21：13．55 3．9�

814 ナイスプリンセス 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 452＋ 21：13．6クビ 3．9�

35 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 丸山 元気ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 442± 01：13．92 5．8�
58 ジャングルキッド 牝3芦 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 41：14．0クビ 11．9�
22 ローブドール 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 424＋ 2 〃 クビ 19．8	
611 クリノベロニカ 牝3鹿 54

52 △西村 淳也栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 424－121：14．63� 10．6

11 アカンダナパワー 牝3鹿 54 丸田 恭介聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 444＋ 8 〃 アタマ 11．5�
47 ラブサンキュー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 460± 01：15．23� 41．9
34 エイシンオルデン 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 448＋ 21：15．3� 16．3�
46 エイシンジョーカー 牝3鹿 54 荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 440－ 41：15．72� 164．5�
59 ヒョットシテ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 442＋ 81：16．12� 99．2�
23 シャインコメット 牝3芦 54 菅原 隆一皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 436 ―1：18．0大差 197．8�
712 アーバーデイ 牝3青 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 田中 剛 新冠 前川 隆範 454 ― 〃 クビ 101．0�
610 メイショウメイカ 牝3芦 54

51 ▲服部 寿希松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 466＋ 41：18．1� 188．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，874，600円 複勝： 23，816，600円 枠連： 8，334，900円
馬連： 29，198，100円 馬単： 16，009，200円 ワイド： 23，695，100円
3連複： 42，599，500円 3連単： 46，458，900円 計： 205，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 170円 � 160円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 670円 �� 610円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 10，760円

票 数

単勝票数 計 158746 的中 � 17568（4番人気）
複勝票数 計 238166 的中 � 28103（4番人気）� 36295（3番人気）� 40823（2番人気）
枠連票数 計 83349 的中 （7－8） 9336（2番人気）
馬連票数 計 291981 的中 �� 14795（4番人気）
馬単票数 計 160092 的中 �� 3010（14番人気）
ワイド票数 計 236951 的中 �� 8517（8番人気）�� 9472（4番人気）�� 22919（1番人気）
3連複票数 計 425995 的中 ��� 18672（2番人気）
3連単票数 計 464589 的中 ��� 3129（14番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．8―12．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―35．1―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リトルウィッチ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．2．23 阪神3着

2016．2．18生 牝3鹿 母 ヤマサラグランジュ 母母 キョウエイアン 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔その他〕 エイシンオルデン号は，4コーナーで銜受けが不良となったことについて平地調教注意。

シャインコメット号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーバーデイ号・メイショウメイカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月

11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〕 エイシンオルデン号・メイショウメイカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日まで

平地競走に出走できない。

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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

44 カセノウィナー 牡3栗 56 丸山 元気平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 482－ 61：53．7 1．7�
810 サクラザチェンジ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B476＋ 61：54．65 5．4�
22 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± 01：54．7� 4．9�
33 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 442－ 21：54．8� 11．1�
11 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 432－121：56．28 33．3�
66 ボルンカズマ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 496－ 4 〃 クビ 34．6�
89 パワポケチャラット 牡3鹿 56 津村 明秀柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 444＋ 61：57．15 21．1	
78 ト ン バ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－141：57．2� 104．1

77 ヒシマデイラ 牡3鹿 56 酒井 学阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 442＋ 21：57．41 24．1�
55 ジェミニキング �3鹿 56

55 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 452 ―1：58．46 19．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，520，600円 複勝： 51，402，500円 枠連： 5，190，200円
馬連： 22，505，100円 馬単： 18，751，400円 ワイド： 18，906，400円
3連複： 31，789，800円 3連単： 68，772，800円 計： 235，838，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，600円

票 数

単勝票数 計 185206 的中 � 84327（1番人気）
複勝票数 計 514025 的中 � 385920（1番人気）� 32916（2番人気）� 30257（3番人気）
枠連票数 計 51902 的中 （4－8） 11365（1番人気）
馬連票数 計 225051 的中 �� 39504（2番人気）
馬単票数 計 187514 的中 �� 24781（1番人気）
ワイド票数 計 189064 的中 �� 27990（2番人気）�� 28378（1番人気）�� 11477（5番人気）
3連複票数 計 317898 的中 ��� 48412（1番人気）
3連単票数 計 687728 的中 ��� 31080（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．6―13．2―13．0―12．4―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―50．0―1：03．0―1：15．4―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カセノウィナー 
�
父 エスポワールシチー 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．11．4 東京6着

2016．4．21生 牡3栗 母 マルティプライ 母母 マイティーダンサー 4戦1勝 賞金 7，750，000円

14052 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

69 クラヴィーア 牝3栗 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 21：48．3 2．9�

610 パールヴァイン 牝3黒鹿 54
51 ▲斎藤 新 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 404＋ 61：48．4� 14．0�

711 レッドジェニファー 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 422－10 〃 アタマ 6．2�
22 ムーンスピーク 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 440＋ 2 〃 アタマ 12．5�
11 アーブルルージュ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 440－ 6 〃 ハナ 10．8	

58 タマモケトル 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 434＋ 81：48．5クビ 40．8


813 ア ラ ス カ 牝3鹿 54 丸山 元気池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 388± 01：48．6� 4．7�
33 プリンセスシャイン 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 390＋ 21：48．81� 235．7�
34 マイキューティー 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 454＋14 〃 クビ 39．1
57 グレースゼット 牝3芦 54 菱田 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 510± 01：48．9� 20．8�
45 ホッコールナアーラ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 454＋141：49．0� 170．8�
814 ファイトフラッシュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 476＋261：49．1� 63．7�
712 ベ レ ー ザ 牝3鹿 54 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 奥村 武 浦河 酒井牧場 462－ 41：49．2クビ 6．0�
46 ウインホノカ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�ウイン 高橋 祥泰 浦河 富菜牧場 392＋ 41：49．41� 162．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，384，000円 複勝： 22，204，600円 枠連： 7，959，400円
馬連： 27，647，300円 馬単： 16，703，900円 ワイド： 22，332，100円
3連複： 39，732，700円 3連単： 52，871，500円 計： 206，835，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 290円 � 210円 枠 連（6－6） 1，710円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 660円 �� 440円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 15，910円

票 数

単勝票数 計 173840 的中 � 47279（1番人気）
複勝票数 計 222046 的中 � 46144（1番人気）� 16151（6番人気）� 26536（4番人気）
枠連票数 計 79594 的中 （6－6） 3592（6番人気）
馬連票数 計 276473 的中 �� 11533（8番人気）
馬単票数 計 167039 的中 �� 4084（11番人気）
ワイド票数 計 223321 的中 �� 8684（8番人気）�� 13728（2番人気）�� 3492（21番人気）
3連複票数 計 397327 的中 ��� 8758（9番人気）
3連単票数 計 528715 的中 ��� 2408（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．3―12．5―12．1―11．5―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．9―48．2―1：00．7―1：12．8―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラヴィーア �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．9．15 阪神5着

2016．3．8生 牝3栗 母 ハ ー モ ニ ー 母母 スウィートウィン 8戦1勝 賞金 8，950，000円
〔制裁〕 ムーンスピーク号の騎手服部寿希は，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。

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 4日第 1競走）
〔その他〕　　シュペルブソワレ号は，競走中に疾病〔右第2中手骨々折〕を発症。なお，同馬は「3

走成績による出走制限」の適用を除外。



14053 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：56．1

良
良

811 レッドエンヴィー 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478± 02：02．9 3．9�

68 ホウオウアクセル 牡3栗 56 菱田 裕二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 22：03．0� 10．8�
67 ベストオンアース 牝3栗 54

52 △西村 淳也�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 486± 02：03．42� 6．3�
56 ヘヴンズコーヴ 牡3青鹿56 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 62：03．61� 7．0	
710 マイネルモーディグ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 460＋ 2 〃 同着 11．1

33 ア ス テ ィ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム B460 ― 〃 アタマ 18．8�
22 サトノプロミネント �3鹿 56 勝浦 正樹 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 82：03．92 39．6�
44 コンバージェンス �3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 22：04．0クビ 6．9

79 ハローマイフレンド 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士石川 秀守氏 林 徹 新ひだか サンコウ牧場 396－102：04．21 111．7�

11 ジュンダイセツ 牡3黒鹿 56
53 ▲菅原 明良河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 B458－ 2 〃 クビ 184．8�

55 ズ ラ リ 牡3栗 56
53 ▲団野 大成杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 ムラカミファーム 474－ 32：04．94 130．7�

812 アディクション 牝3芦 54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B452± 02：06．28 3．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，808，200円 複勝： 24，979，600円 枠連： 7，956，000円
馬連： 29，830，300円 馬単： 18，347，700円 ワイド： 24，050，600円
3連複： 41，368，400円 3連単： 59，620，600円 計： 224，961，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 230円 � 190円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 640円 �� 490円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 188082 的中 � 38193（2番人気）
複勝票数 計 249796 的中 � 50992（1番人気）� 24726（6番人気）� 33902（3番人気）
枠連票数 計 79560 的中 （6－8） 14316（1番人気）
馬連票数 計 298303 的中 �� 11621（9番人気）
馬単票数 計 183477 的中 �� 4372（12番人気）
ワイド票数 計 240506 的中 �� 9613（8番人気）�� 13052（3番人気）�� 4812（18番人気）
3連複票数 計 413684 的中 ��� 7209（16番人気）
3連単票数 計 596206 的中 ��� 2255（66番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．5―12．4―12．5―12．5―12．7―12．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．0―49．4―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：39．2―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8
1
3
4－（10，12）－2，7，1，8（5，11）6（3，9）
4，12（10，2）（7，8）（3，1，11）6，5，9

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

勝馬の
紹 介

レッドエンヴィー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．11生 牡3鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 9戦1勝 賞金 10，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハローマイフレンド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日まで平地競走に出走

できない。

14054 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時35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
2：24．6
2：20．6

良
良

22 エフェクトオン 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 436－ 62：32．0 4．4�
44 ラヴィアンレーヴ 牡3鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 440－ 42：32．1� 2．4�
78 シャイニープレット 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 478－ 42：32．2� 3．9�
79 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 476－ 2 〃 クビ 5．0�
55 ウインリベルタ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム B476－ 42：32．51� 19．7	
66 リリーエンデヴァー 牡3鹿 56 城戸 義政 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 458－ 42：32．6� 24．2

67 サニーバレット 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 468＋ 62：32．81	 65．5�

810 バモサバイラ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 420＋ 22：33．01� 58．2�

33 パシフィスタ 牡3黒鹿56 西田雄一郎 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム B484＋ 22：33．21� 70．7
811 ダークオブザナイト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 482－ 82：33．73 50．2�
11 リリーブラックシー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 506± 02：34．23 191．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，744，200円 複勝： 20，593，300円 枠連： 6，660，000円
馬連： 25，900，900円 馬単： 16，812，500円 ワイド： 19，860，400円
3連複： 35，528，200円 3連単： 59，816，500円 計： 205，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（2－4） 620円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 200円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 207442 的中 � 37548（3番人気）
複勝票数 計 205933 的中 � 40083（3番人気）� 52924（1番人気）� 40693（2番人気）
枠連票数 計 66600 的中 （2－4） 8301（3番人気）
馬連票数 計 259009 的中 �� 34769（2番人気）
馬単票数 計 168125 的中 �� 9485（5番人気）
ワイド票数 計 198604 的中 �� 23184（2番人気）�� 16579（3番人気）�� 27252（1番人気）
3連複票数 計 355282 的中 ��� 51897（1番人気）
3連単票数 計 598165 的中 ��� 12611（6番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．7―13．2―14．1―13．9―13．3―12．5―12．8―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．7―37．4―50．6―1：04．7―1：18．6―1：31．9―1：44．4―1：57．2―2：08．8―2：20．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフェクトオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kalatos デビュー 2018．11．25 東京9着

2016．4．9生 牡3黒鹿 母 オヴァンボクイーン 母母 Oxalaguna 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔3走成績による出走制限〕 リリーブラックシー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日まで平地競走に出走

できない。



14055 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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 エターナルフレイム �5栗 57
54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 524＋ 21：12．0 2．9�

815 ラブユーミー 牝5鹿 55
54 ☆富田 暁増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 500＋ 41：12．53 123．2�

47 サ マ ニ ー �6青鹿 57
54 ▲木幡 育也井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478± 0 〃 アタマ 16．8�

712 ジェイケイマッチョ �4鹿 57
54 ▲山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B470－ 61：12．71� 15．0�

814 ノボリレーヴ 牝4鹿 55
53 △西村 淳也原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 438± 01：12．91� 3．3�

59 フィールブリーズ 牡6鹿 57
56 ☆川又 賢治水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 538＋ 81：13．0� 11．6�

23 ビーユアヒーロー 牡4青鹿 57
56 ☆森 裕太朗 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 490＋ 41：13．1クビ 29．5

34 � ブライトンピア 牡5栗 57 木幡 初也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460± 01：13．2� 201．2�
46 クルークヴァール 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：13．52 7．4�
35 ロードコメット �5栗 57

56 ☆菊沢 一樹 	ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 514± 0 〃 ハナ 14．9
611� マンボスカイ 牝5黒鹿 55

52 ▲団野 大成吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：13．6� 20．8�
713 クリノセゴビア 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 442－ 41：13．81 140．3�
11 ツウカイパイロ 牡4栗 57

54 ▲岩田 望来木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 524＋161：14．01� 25．5�
22 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492＋ 41：14．21� 56．0�
610 アンチャーテッド 牡5鹿 57 井上 敏樹吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 456＋ 61：14．73 29．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，491，800円 複勝： 23，118，400円 枠連： 8，578，800円
馬連： 33，104，000円 馬単： 17，344，100円 ワイド： 26，362，600円
3連複： 46，947，800円 3連単： 60，122，500円 計： 234，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 2，260円 � 360円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 17，020円 馬 単 �� 22，190円

ワ イ ド �� 5，490円 �� 810円 �� 10，720円

3 連 複 ��� 56，970円 3 連 単 ��� 224，680円

票 数

単勝票数 計 184918 的中 � 50626（1番人気）
複勝票数 計 231184 的中 � 52425（1番人気）� 1969（13番人気）� 15196（5番人気）
枠連票数 計 85788 的中 （5－8） 14471（1番人気）
馬連票数 計 331040 的中 �� 1507（45番人気）
馬単票数 計 173441 的中 �� 586（72番人気）
ワイド票数 計 263626 的中 �� 1207（52番人気）�� 8851（8番人気）�� 614（66番人気）
3連複票数 計 469478 的中 ��� 618（137番人気）
3連単票数 計 601225 的中 ��� 194（611番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．8―12．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．3―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルフレイム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．2．11 東京3着

2014．5．3生 �5栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス 12戦3勝 賞金 28，100，000円
〔発走状況〕 ツウカイパイロ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

ジェイケイマッチョ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ツウカイパイロ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シンボリピカソ号・ゼセル号・トウショウデュエル号

14056 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55
52 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 488－ 41：54．0 4．1�

712 オデュッセイア 牝4栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 ハナ 5．2�
610 アポロプリンセス 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B480± 0 〃 アタマ 4．3�
57 オノリシャス 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474± 01：54．53 15．0�

69 エバーパッション 牝6青鹿 55
54 ☆菊沢 一樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 444－ 21：54．6クビ 66．1�

45 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 城戸 義政	湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 61：54．7� 7．2

22 ドヒョウギワ 牝4栗 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 500＋141：54．91� 19．8�
33 � シーアフェアリー 牝4栗 55 荻野 極�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 444－12 〃 クビ 19．0�
711 ブルベアクワイ 牝4鹿 55 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 464＋ 8 〃 アタマ 25．0
814 シェパーズポーズ 牝4黒鹿 55

53 △西村 淳也 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500－ 4 〃 ハナ 14．0�
46 フジノシャイン 牝4鹿 55 西田雄一郎遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470－ 41：55．1	 228．9�
58 クールデザイン 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454－ 21：55．73� 9．7�
813 プロディジャス 牝5鹿 55

54 ☆横山 武史�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 488－ 81：56．23 42．4�
34 ストライクショット 牝6鹿 55 丸山 元気�イージス 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 496± 01：57．26 53．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，952，300円 複勝： 31，984，200円 枠連： 10，523，400円
馬連： 39，530，300円 馬単： 20，700，300円 ワイド： 32，677，700円
3連複： 55，564，900円 3連単： 68，835，900円 計： 280，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 計 209523 的中 � 40868（1番人気）
複勝票数 計 319842 的中 � 63254（1番人気）� 49435（3番人気）� 49884（2番人気）
枠連票数 計 105234 的中 （1－7） 9399（1番人気）
馬連票数 計 395303 的中 �� 25814（3番人気）
馬単票数 計 207003 的中 �� 7307（2番人気）
ワイド票数 計 326777 的中 �� 20176（2番人気）�� 22827（1番人気）�� 19613（3番人気）
3連複票数 計 555649 的中 ��� 25546（1番人気）
3連単票数 計 688359 的中 ��� 6092（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．9―12．9―12．8―13．0―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：02．0―1：14．8―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマイチジャスティ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Pulpit デビュー 2015．11．14 東京3着

2013．2．24生 牝6鹿 母 ペ イ ド リ ン 母母 Sun Princessa 32戦3勝 賞金 51，200，000円



14057 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

23 メジェールスー 牝4鹿 55
52 ▲岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 462－ 61：09．0 4．6�

59 キングドンドルマ 牡4青鹿 57
56 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 472－ 4 〃 クビ 33．1�

48 エ ヴ ァ イ エ 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 468＋ 2 〃 ハナ 7．5�
612 キャスパリーグ 牝5鹿 55

52 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 450＋ 41：09．1� 2．7�
713 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：09．2クビ 6．3�
47 � ブラウンローズ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B482－10 〃 アタマ 20．1	
815 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57

54 ▲菅原 明良
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 466－ 21：09．41 17．7�

36 ゼニステレスコープ 牡5鹿 57
55 △西村 淳也 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 01：09．5� 15．4�

714 ラインギャラント 牝4芦 55
54 ☆川又 賢治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 41：09．71	 147．5

12 イッツマイターン 牡4鹿 57 酒井 学岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 516＋ 8 〃 クビ 55．4�

611 ル ア 牝5黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：09．8クビ 119．3�

510 シエルブラン 牝5栗 55 吉田 隼人金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 ハナ 18．4�
11 コンセッションズ 牝4栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 434－ 41：09．9� 23．0�
816 アルパーシャン 牡7栗 57 横山 和生
エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 B462± 0 〃 アタマ 59．2�
35 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 菅原 隆一
ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436－ 21：10．11	 400．8�
24 メイショウラバンド 牝8鹿 55 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466＋ 4 〃 クビ 38．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，408，800円 複勝： 34，302，500円 枠連： 12，800，300円
馬連： 50，656，200円 馬単： 23，762，900円 ワイド： 36，261，700円
3連複： 71，003，900円 3連単： 88，431，200円 計： 344，627，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 720円 � 280円 枠 連（2－5） 2，240円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 12，140円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 860円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 17，840円 3 連 単 ��� 99，390円

票 数

単勝票数 計 274088 的中 � 47062（2番人気）
複勝票数 計 343025 的中 � 50155（3番人気）� 10338（11番人気）� 32185（4番人気）
枠連票数 計 128003 的中 （2－5） 4428（9番人気）
馬連票数 計 506562 的中 �� 4697（32番人気）
馬単票数 計 237629 的中 �� 1467（46番人気）
ワイド票数 計 362617 的中 �� 2878（36番人気）�� 11282（5番人気）�� 3272（33番人気）
3連複票数 計 710039 的中 ��� 2985（58番人気）
3連単票数 計 884312 的中 ��� 645（314番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 2，3，1（7，8）5，14（6，10）（9，11，15）（4，13）（12，16） 4 2，3（1，7，8）（5，14）（6，10）（9，11，15）4，13（12，16）

勝馬の
紹 介

メジェールスー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．29 札幌3着

2015．3．14生 牝4鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 12戦2勝 賞金 21，750，000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 ルリハリ号

14058 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時50分 （芝・直線）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 450－ 6 55．2 13．2�
35 アイルチャーム 牝3栗 54 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 452－ 2 55．3� 8．1�
24 ファストアズエバー 牝3芦 54 西田雄一郎 �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± 0 〃 クビ 15．9�
815 グラウシュトラール 牡3芦 56 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 466＋14 55．4� 5．8�
510 エ ス ト 牝3鹿 54 津村 明秀大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 6 55．61� 6．2	
714 サウンドカナロア 牡3鹿 56 	島 克駿増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B468＋ 5 56．13 10．3

47 テンモントム 牡3鹿 56 山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B446± 0 56．2クビ 37．9�
12 オトナノジジョウ 牝3栗 54 団野 大成内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 442＋ 8 〃 ハナ 21．3�
59 タガノカルラ 牡3鹿 56 荻野 極八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 6 〃 ハナ 6．3
612
 トーセンダイヤ 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 6 〃 クビ 152．6�
11 ファンシャン 牝3栃栗54 丸田 恭介�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426± 0 56．4� 39．6�
713 アクティーボミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438± 0 56．61� 6．7�
36 � ユ ニ キ ャ ラ 牝3鹿 54 横山 武史岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne

Farm 482－ 4 〃 クビ 17．8�
48 トーセンオパール 牝3芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 394－ 4 〃 ハナ 21．2�
23 ヴィクトリアポデル 牡3鹿 56 柴田 善臣西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 480－ 2 56．7クビ 71．6�
611 ファルトレク 牝3青鹿54 吉田 隼人吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 404－10 56．91 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，880，300円 複勝： 43，674，200円 枠連： 25，311，200円
馬連： 82，042，400円 馬単： 34，228，100円 ワイド： 52，951，900円
3連複： 134，954，700円 3連単： 151，038，800円 計： 560，081，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 430円 � 280円 � 530円 枠 連（3－8） 1，330円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 16，890円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 3，320円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 35，820円 3 連 単 ��� 194，150円

票 数

単勝票数 計 358803 的中 � 21591（7番人気）
複勝票数 計 436742 的中 � 26055（7番人気）� 45305（5番人気）� 20354（8番人気）
枠連票数 計 253112 的中 （3－8） 14709（4番人気）
馬連票数 計 820424 的中 �� 8531（35番人気）
馬単票数 計 342281 的中 �� 1519（78番人気）
ワイド票数 計 529519 的中 �� 6031（26番人気）�� 4098（47番人気）�� 4916（38番人気）
3連複票数 計1349547 的中 ��� 2825（141番人気）
3連単票数 計1510388 的中 ��� 564（762番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．4―10．6―12．1

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

上り4F43．2－3F33．1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナーゲルリング �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．6．2 東京4着

2016．4．6生 牝3黒鹿 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 11戦2勝 賞金 20，043，000円
※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。
（非当選馬） 6頭 エムオールビー号・ケイゴールド号・スカイポート号・タイセイスパーブ号・マイネルエイブ号・

メジャーハリケーン号



14059 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第11競走 ��
��1，800�

な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，30．5．12以降1．5．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 マイネルツァイト 牡5青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 500－ 61：53．5 10．7�

712 クイックファイア 牡4鹿 55 中井 裕二下河�美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470＋121：53．71� 3．1�
46 マーガレットスカイ 牝4黒鹿51 横山 武史迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 500－ 21：53．8� 16．6�
23 メイショウササユリ 牝5黒鹿52 菱田 裕二松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 498－ 61：54．11	 15．0�
11 スペリオルシチー 牡5鹿 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B472－ 4 〃 クビ 7．1	
610
 シュプリームゾーン 牡5黒鹿55 勝浦 正樹村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 518＋ 8 〃 クビ 8．0

22 パレスハングリー 牝5黒鹿54 柴田 善臣西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 480－ 41：54．2クビ 4．7�
35 エクスパートラン 牡4青鹿54 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 454± 01：54．41� 36．4
814 キョウエイソフィア 牝4鹿 52 川又 賢治田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 456＋ 61：54．71	 70．4�
713 フクサンローズ 牝5鹿 53 丸田 恭介小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458＋ 41：54．8� 11．4�
59 クリノヴィクトリア 牝5栗 51 山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 446＋ 4 〃 ハナ 39．8�
58 リュミエールドール 牝5鹿 51 柴田 大知 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 41：54．9� 34．0�
611 コカボムクイーン 牝4黒鹿52 加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 470－ 81：55．22 27．6�
815 ケイツーリラ 牝4青鹿51 小林 凌大楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 446± 01：55．3	 80．4�

（14頭）
47 コマビショウ 牡4黒鹿57 津村 明秀小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，077，200円 複勝： 53，852，100円 枠連： 34，484，200円
馬連： 124，869，200円 馬単： 48，113，200円 ワイド： 73，895，200円
3連複： 180，536，500円 3連単： 211，545，400円 計： 768，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 300円 � 160円 � 360円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 970円 �� 3，190円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 16，950円 3 連 単 ��� 108，770円

票 数

単勝票数 差引計 410772（返還計 1180） 的中 � 30692（5番人気）
複勝票数 差引計 538521（返還計 1015） 的中 � 42173（5番人気）� 109112（1番人気）� 32661（7番人気）
枠連票数 差引計 344842（返還計 71） 的中 （3－7） 17537（6番人気）
馬連票数 差引計1248692（返還計 9961） 的中 �� 35132（8番人気）
馬単票数 差引計 481132（返還計 3749） 的中 �� 5519（24番人気）
ワイド票数 差引計 738952（返還計 5281） 的中 �� 20096（8番人気）�� 5784（39番人気）�� 15781（15番人気）
3連複票数 差引計1805365（返還計 25801） 的中 ��� 7987（61番人気）
3連単票数 差引計2115454（返還計 34772） 的中 ��� 1410（367番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．2―13．5―12．9―12．4―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．7―51．2―1：04．1―1：16．5―1：28．9―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルツァイト �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2017．3．11 中山1着

2014．4．7生 牡5青鹿 母 ケイウンブルーム 母母 セイザンアゲイン 22戦3勝 賞金 40，804，000円
〔出走取消〕 コマビショウ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アポロレイア号・キャベンディッシュ号・ショーカノン号・スマイルフォース号・ダイワエトワール号・

ダノンロイヤル号・バクハツ号・ヒルノアトラーニ号・マサキノテソーロ号・メイショウノボサン号・
ライデンバローズ号・レッドフレイ号

14060 5月11日 晴 良 （1新潟1） 第5日 第12競走 ��
��2，000�

た か だ じ ょ う

高 田 城 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 ルナーランダー 牡6栗 57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 42：00．6 5．5�

33 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿55 荻野 極 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 62：00．81� 7．1�

44 ミッキーバード 牡4鹿 57 津村 明秀野田みづき氏 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 526＋ 4 〃 アタマ 3．3�
89 ラヴベローナ 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 472－ 22：00．9� 11．6�
66 ナスノシンフォニー 牝4栗 55 横山 武史�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482＋262：01．0クビ 2．0	
55 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 436－ 62：01．31
 77．7

11 クライベイビー 牝5栗 55 菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 02：01．51� 44．8�
77 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 440－ 22：01．71 40．4
88 ビップベリンダ 牝4黒鹿55 城戸 義政鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 498－ 62：04．4大差 103．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，300，900円 複勝： 30，273，000円 枠連： 9，179，400円
馬連： 52，388，500円 馬単： 32，770，800円 ワイド： 33，232，900円
3連複： 63，265，500円 3連単： 144，796，700円 計： 403，207，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 160円 � 140円 枠 連（2－3） 1，650円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 410円 �� 270円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 373009 的中 � 53305（3番人気）
複勝票数 計 302730 的中 � 49399（3番人気）� 46410（4番人気）� 62655（2番人気）
枠連票数 計 91794 的中 （2－3） 4293（8番人気）
馬連票数 計 523885 的中 �� 25308（8番人気）
馬単票数 計 327708 的中 �� 7856（12番人気）
ワイド票数 計 332329 的中 �� 19426（6番人気）�� 33103（2番人気）�� 25916（5番人気）
3連複票数 計 632655 的中 ��� 39033（4番人気）
3連単票数 計1447967 的中 ��� 13197（26番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．3―12．1―12．5―12．6―12．0―11．3―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．5―49．6―1：02．1―1：14．7―1：26．7―1：38．0―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 4－（2，8）3（5，9）－6，7，1 4 4（2，8，3）5，9－6（1，7）

勝馬の
紹 介

ルナーランダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．1．9 京都9着

2013．4．3生 牡6栗 母 タ ッ チ Ⅱ 母母 Caress 20戦3勝 賞金 40，116，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（1新潟1）第5日 5月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

167，600，000円
2，570，000円
19，360，000円
1，490，000円
18，500，000円
65，142，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
287，310，900円
384，062，300円
145，089，000円
548，881，200円
280，263，500円
387，823，700円
790，618，300円
1，067，431，000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 3，891，479，900円

総入場人員 8，942名 （有料入場人員 7，531名）
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