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14013 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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

815 タガノレオーネ 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 21：12．7 3．5�
814 タイキグラミー 牝3鹿 54 吉田 隼人�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 448－ 61：12．91� 2．7�
47 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 2 〃 アタマ 8．1�
712 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 406＋ 21：13．21� 8．3�
611 アルマネアン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 460＋ 21：13．51� 9．6�
11 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 438－ 21：14．13� 11．3	
610 オ ー シ ャ ン 牝3鹿 54 的場 勇人阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大道牧場 454－ 81：14．2� 92．3

58 マイカーニバル 牝3栗 54 藤岡 康太小林竜太郎氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント 464 ― 〃 クビ 30．2�
22 エンドレスエイト 牝3栗 54 松田 大作 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 494－ 81：14．73 21．7
23 レーヴイマージン 牝3栗 54 古川 吉洋村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 448 ―1：14．8� 163．7�
59 デルマハンニャ 牝3鹿 54 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 430＋ 8 〃 クビ 96．6�
35 トウカイアムール 牝3鹿 54 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 456－ 21：15．86 22．3�
46 トッテモイイオンナ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生田頭 勇貴氏 矢野 英一 新冠 的場牧場 414－ 2 〃 ハナ 194．6�
34 ギンザクイーン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真新井原 博氏 根本 康広 日高 有限会社
飯田牧場 446－ 61：16．33 233．8�

713 ギンノクツワ 牝3黒鹿 54
51 ▲山崎 亮誠江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 444 ―1：16．5� 347．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，812，600円 複勝： 25，619，500円 枠連： 9，793，600円
馬連： 27，565，100円 馬単： 20，609，700円 ワイド： 15，706，200円
3連複： 42，739，500円 3連単： 70，212，500円 計： 225，058，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 120円 � 200円 枠 連（8－8） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 470円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 128126 的中 � 29275（2番人気）
複勝票数 計 256195 的中 � 50455（2番人気）� 78037（1番人気）� 24487（5番人気）
枠連票数 計 97936 的中 （8－8） 18566（1番人気）
馬連票数 計 275651 的中 �� 55708（1番人気）
馬単票数 計 206097 的中 �� 19697（1番人気）
ワイド票数 計 157062 的中 �� 27260（1番人気）�� 7140（7番人気）�� 8775（3番人気）
3連複票数 計 427395 的中 ��� 31091（2番人気）
3連単票数 計 702125 的中 ��� 14193（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．4―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．9―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．2
3 ・（14，15）7，12，5，1（6，11）2，10，3，8（4，9）－13 4 ・（14，15）7－12，5（1，11）－（2，6，10）－（3，8）－（4，9）＝13

勝馬の
紹 介

タガノレオーネ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．1．19 京都9着

2010．4．22生 牝3鹿 母 タガノレジェンダ 母母 シーズアウーマン 4戦1勝 賞金 9，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 レディースワロー号

14014 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10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

36 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476－ 42：02．2 1．7�
48 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B516± 02：02．52 32．6�
714 アキノライセンス 牡3鹿 56 大野 拓弥穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 498＋ 42：02．6� 8．2�
47 サンライズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 42：02．7� 10．1�
815 ペプチドウインド 牡3鹿 56 蛯名 正義沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 470± 02：03．12� 5．1�
59 カシマシャドウ 牡3黒鹿56 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 428－ 22：03．42 161．2	
35 メイショウゴリン 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464＋ 2 〃 ハナ 44．4

611 クォンタムビット 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 22：03．5クビ 51．1�
713 ミラクレスト 牡3青鹿56 高倉 稜 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 490－ 42：03．6� 24．8
24 リリーエンゼル 牝3栗 54 柴山 雄一柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 B460－ 22：03．81� 27．1�
12 ベルグレイヴィア 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋102：03．9クビ 43．1�
23 マイネルワーグナー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 6 〃 クビ 20．5�
612 オペラトップスター 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�信岡牧場 矢野 英一 浦河 信岡牧場 474－ 22：04．11 258．2�
816 ケージーナデシコ 牝3芦 54 津村 明秀川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 514± 02：05．16 206．6�
11 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 黛 弘人永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 468－ 82：05．2� 93．8�
510 カメンマキアート 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太正岡 賢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飛野牧場 414－ 22：05．41 446．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，580，800円 複勝： 19，674，400円 枠連： 6，168，900円
馬連： 19，092，500円 馬単： 15，649，100円 ワイド： 10，597，400円
3連複： 29，458，700円 3連単： 47，630，600円 計： 160，852，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 590円 � 310円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 690円 �� 390円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 125808 的中 � 59392（1番人気）
複勝票数 計 196744 的中 � 78280（1番人気）� 5514（9番人気）� 12291（5番人気）
枠連票数 計 61689 的中 （3－4） 8639（2番人気）
馬連票数 計 190925 的中 �� 9124（6番人気）
馬単票数 計 156491 的中 �� 4512（9番人気）
ワイド票数 計 105974 的中 �� 3795（6番人気）�� 7350（3番人気）�� 738（31番人気）
3連複票数 計 294587 的中 ��� 4065（15番人気）
3連単票数 計 476306 的中 ��� 2003（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．3―48．7―1：01．2―1：13．7―1：26．4―1：38．4―1：50．1

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

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シンボリジャズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kenmare デビュー 2012．12．9 中山3着

2010．3．25生 牡3鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania 8戦1勝 賞金 11，600，000円

第１回 新潟競馬 第２日



14015 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 オリエンタルリリー 牝3鹿 54 中舘 英二近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 474－101：58．0 13．2�
712 カレングラスジョー 牡3栗 56 高倉 稜鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 ハナ 3．7�
11 トウショウマナーズ 牡3鹿 56 中谷 雄太藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526 ―1：58．74 192．4�
713 ベ ロ ム 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 ハナ 8．3�
23 ヴェルフェン 牡3芦 56 丸田 恭介�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 498＋ 41：58．8� 4．4	
815 メイショウユニオン 牡3栗 56 鮫島 良太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 458＋141：58．9� 12．6

22 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 松田 大作佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B478－ 41：59．0クビ 3．3�
35 ラエティティア 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁鳴戸 雄一氏 目野 哲也 新ひだか 佐竹 学 478－ 21：59．42� 126．5�
58 スチブナイト 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 61：59．72 75．9
610	 ソ ヴ ラ ー ノ 牡3鹿 56 丸山 元気藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 484＋ 22：00．44 16．0�
59 カンボレバン 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク木村 哲也 浦河 日の出牧場 472－102：00．61
 50．8�
46 キングスクルーザー 牡3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466＋ 62：01．66 20．7�
47 フミノトパーズ 牡3栗 56 古川 吉洋谷 二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：03．8大差 88．4�
34 	 マルチタクティクス 牡3栗 56 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 加
James A Everatt, Jane-
ane A Everatt & J Arika
Everatt－Meeuse

528 ―2：05．29 97．0�
611 タカトーエルザー 牝3鹿 54 西田雄一郎斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 和田牧場 468－ 42：05．51� 204．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，495，500円 複勝： 17，310，600円 枠連： 7，203，100円
馬連： 20，444，100円 馬単： 12，601，000円 ワイド： 9，870，100円
3連複： 26，895，000円 3連単： 40，404，400円 計： 145，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 570円 � 230円 � 4，900円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 15，320円 �� 8，640円

3 連 複 ��� 187，260円 3 連 単 ��� 877，020円

票 数

単勝票数 計 104955 的中 � 6291（6番人気）
複勝票数 計 173106 的中 � 7642（8番人気）� 24193（3番人気）� 776（14番人気）
枠連票数 計 72031 的中 （7－8） 4874（6番人気）
馬連票数 計 204441 的中 �� 4807（9番人気）
馬単票数 計 126010 的中 �� 1521（24番人気）
ワイド票数 計 98701 的中 �� 2233（17番人気）�� 155（69番人気）�� 276（49番人気）
3連複票数 計 268950 的中 ��� 106（211番人気）
3連単票数 計 404044 的中 ��� 34（1085番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―14．0―14．2―13．1―12．4―13．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―39．0―53．2―1：06．3―1：18．7―1：32．1―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オリエンタルリリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Include デビュー 2013．4．7 阪神9着

2010．3．2生 牝3鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕トウショウマナーズ号の騎手中谷雄太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：10番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フミノトパーズ号・マルチタクティクス号・タカトーエルザー号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成25年6月5日まで平地競走に出走できない。

14016 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時10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
2：22．1

良
良

710 ヴェリタラブ 牝3鹿 54 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 426－ 42：29．0 13．6�
33 サクセスカサノヴァ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 480± 02：29．31� 3．5�
57 カッパドキア 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476＋ 22：29．4� 3．6�
45 オリジナルスマイル 	3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 492－26 〃 アタマ 17．3�
711 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 464－ 6 〃 クビ 86．9�
69 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 480± 02：29．5� 29．1	
812 サンライズシルバー 牡3芦 56 田辺 裕信松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 11．1

56 セブンスヘヴン 牝3栗 54 大野 拓弥 �グリーンファーム小島 茂之 安平 ノーザンファーム 450－ 62：29．81� 26．0�
44 ジェイケイネオ 牡3青鹿56 蛯名 正義小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 480＋ 4 〃 ハナ 4．1
22 カシノオパール 牝3芦 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 424＋ 42：29．9� 99．8�
11 ウインジョニー 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 484－102：30．11� 120．4�
68 ウインクルキラリ 牝3栗 54 藤岡 康太塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 458－ 22：30．41� 9．4�
813 シェーンフレール 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438＋ 42：30．5� 84．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 12，397，300円 複勝： 18，443，200円 枠連： 5，351，700円
馬連： 20，029，100円 馬単： 14，690，000円 ワイド： 11，158，000円
3連複： 28，765，400円 3連単： 48，595，500円 計： 159，430，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 280円 � 150円 � 160円 枠 連（3－7） 2，320円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 840円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 25，070円

票 数

単勝票数 計 123973 的中 � 7218（6番人気）
複勝票数 計 184432 的中 � 13622（6番人気）� 39944（1番人気）� 32543（2番人気）
枠連票数 計 53517 的中 （3－7） 1704（13番人気）
馬連票数 計 200291 的中 �� 7482（7番人気）
馬単票数 計 146900 的中 �� 1871（19番人気）
ワイド票数 計 111580 的中 �� 3845（8番人気）�� 3003（12番人気）�� 11216（2番人気）
3連複票数 計 287654 的中 ��� 9347（7番人気）
3連単票数 計 485955 的中 ��� 1431（76番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．0―12．4―13．4―13．5―13．0―12．1―12．0―11．8―12．5―12．2

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―24．1―36．1―48．5―1：01．9―1：15．4―1：28．4―1：40．5―1：52．5―2：04．3―2：16．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェリタラブ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．22 中山2着

2010．3．3生 牝3鹿 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 モズダイコ号の騎手中井裕二は，4コーナーで蛇行したことについて戒告。（被害馬：7番・4番）



14017 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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

23 � ホロウクラウン 牡3鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

472 ―1：34．7 18．0�
12 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 大野 拓弥内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 442－ 41：34．91� 1．4�
815 エヴリシーズン 牡3鹿 56 西田雄一郎有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 424－ 21：35．32� 23．0�
48 ジプシースウィング 牡3黒鹿56 吉田 隼人吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 458－ 41：35．51	 11．7�
36 ピースオブウィーク 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 496＋ 2 〃 ハナ 39．8�
510� エーシンザヘッド 牡3栗 56 古川 吉洋�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 474－121：35．6� 9．3	
714 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56 松田 大作岡 浩二氏 宮本 博 新冠 アラキフアーム 454－ 61：35．81	 85．4

611 フェートグランド 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 8 〃 アタマ 8．1�
59 ミッキーフィーバー 牡3鹿 56 鮫島 良太野田みづき氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 516 ― 〃 クビ 82．1
11 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 丸山 元気染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 438－121：36．22� 60．0�
816 セントアモーレ 牝3鹿 54 藤岡 康太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 412＋ 21：36．4
 112．8�
47 エリタージュ 牝3鹿 54 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 444－ 2 〃 クビ 202．0�
35 ホ イ ホ イ 牝3栗 54

52 △中井 裕二橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 486＋ 4 〃 アタマ 222．1�
24 キタノフェニックス 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 平取 稲原牧場 438－ 61：37．03� 79．7�
612 マトリカリア 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 452＋ 61：37．31
 298．0�
713 シシリーガール 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 482＋141：37．51	 659．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，911，900円 複勝： 56，437，300円 枠連： 9，402，600円
馬連： 27，767，600円 馬単： 25，805，100円 ワイド： 17，103，500円
3連複： 41，998，800円 3連単： 83，091，300円 計： 282，518，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 500円 � 110円 � 340円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，420円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 47，390円

票 数

単勝票数 計 209119 的中 � 9184（5番人気）
複勝票数 計 564373 的中 � 11167（7番人気）� 383719（1番人気）� 17793（5番人気）
枠連票数 計 94026 的中 （1－2） 8445（4番人気）
馬連票数 計 277676 的中 �� 14790（5番人気）
馬単票数 計 258051 的中 �� 4769（12番人気）
ワイド票数 計 171035 的中 �� 7688（5番人気）�� 1580（23番人気）�� 11670（4番人気）
3連複票数 計 419988 的中 ��� 5811（15番人気）
3連単票数 計 830913 的中 ��� 1294（131番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．0―12．1―12．1―11．8―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．8―47．9―1：00．0―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホロウクラウン �
�
父 Hussonet �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi 初出走

2010．9．29生 牡3鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet 1戦1勝 賞金 5，000，000円

14018 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第6競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時30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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

66 ジョナパランセ 牡4栗 57
54 ▲横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 496＋ 41：56．9 4．4�

44 ドラゴンピース 牡4鹿 57
55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 508＋22 〃 クビ 5．2�

78 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B496＋ 61：57．0� 2．6�
810� バイザルーマー 牡5鹿 57 西村 太一吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 474＋ 11：57．1クビ 86．3�
77 ラブミーニキータ 牝5芦 55

52 ▲山崎 亮誠小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 41：57．2� 16．4�
33 ダテノスイミー 牡6栗 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 444－ 21：57．3� 14．8	
11 ドリームチャージ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 460－ 21：57．4クビ 17．8

89 グッドスピード 牡5栗 57

55 △中井 裕二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 468－ 6 〃 クビ 14．5�
55 サンデースイセイ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B476＋ 41：57．82� 6．9
22 トキノワイルド 牡4鹿 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：58．75 22．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，426，300円 複勝： 18，895，800円 枠連： 6，015，500円
馬連： 23，813，400円 馬単： 20，202，800円 ワイド： 14，198，900円
3連複： 33，335，400円 3連単： 67，845，300円 計： 197，733，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 200円 � 140円 枠 連（4－6） 1，600円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 650円 �� 300円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 134263 的中 � 24580（2番人気）
複勝票数 計 188958 的中 � 26318（3番人気）� 22463（4番人気）� 46273（1番人気）
枠連票数 計 60155 的中 （4－6） 2787（9番人気）
馬連票数 計 238134 的中 �� 10707（6番人気）
馬単票数 計 202028 的中 �� 4063（14番人気）
ワイド票数 計 141989 的中 �� 4849（11番人気）�� 12843（1番人気）�� 11060（3番人気）
3連複票数 計 333354 的中 ��� 21224（2番人気）
3連単票数 計 678453 的中 ��� 4796（26番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―14．0―14．1―12．1―12．5―13．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―39．7―53．8―1：05．9―1：18．4―1：31．5―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
9－6（1，3）8（2，7）（4，10）5
10（9，6）（1，7，5）8（3，4）2

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

勝馬の
紹 介

ジョナパランセ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Fly So Free デビュー 2012．1．21 京都4着

2009．2．5生 牡4栗 母 リブレメンテ 母母 Seiran 11戦2勝 賞金 17，640，000円
〔制裁〕 グッドスピード号の騎手中井裕二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



14019 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2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）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ファンデルワールス �4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－ 21：11．9 4．0�
11 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 540－ 6 〃 クビ 2．8�
34 � アースパイプ 牡4栗 57 田辺 裕信窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B482－ 81：12．53� 22．7�
611 グランプリブルー 牡4栗 57 松田 大作�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474± 01：12．82 28．8�
610 ディアイレイザー 牡4栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B468－ 61：12．9クビ 4．3	
59 � リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 474＋ 41：13．0� 45．0

58 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 462± 0 〃 クビ 21．9�
46 � エルウェーオージャ �5青 57 藤岡 康太雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 474＋ 6 〃 ハナ 18．4�
713 キングモンブラン 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生沼川 一彦氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 434－ 21：13．2	 99．1
22 ゴールデンウィナー 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 61：13．3	 16．3�
35 � オンワードナスキー 牡4栗 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 450＋ 21：13．4クビ 170．8�
815 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 474－ 41：13．5	 10．9�
47 � ヤ マ ノ ラ ヴ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 472－ 41：13．6� 65．6�
23 カネトシファイター 牡5栗 57 丸山 元気兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 492－ 21：13．7� 119．7�
712� アドマイヤドミノ 牡5栗 57 高倉 稜近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 41：14．12� 65．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，710，900円 複勝： 24，132，000円 枠連： 9，402，900円
馬連： 30，642，400円 馬単： 23，718，600円 ワイド： 17，845，900円
3連複： 44，230，800円 3連単： 75，202，900円 計： 241，886，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 490円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，030円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 167109 的中 � 33161（2番人気）
複勝票数 計 241320 的中 � 45514（2番人気）� 63210（1番人気）� 8459（9番人気）
枠連票数 計 94029 的中 （1－8） 18549（1番人気）
馬連票数 計 306424 的中 �� 55230（1番人気）
馬単票数 計 237186 的中 �� 19191（2番人気）
ワイド票数 計 178459 的中 �� 22922（1番人気）�� 3824（14番人気）�� 4059（13番人気）
3連複票数 計 442308 的中 ��� 9157（10番人気）
3連単票数 計 752029 的中 ��� 3422（37番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―12．2―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―46．1―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F38．0
3 ・（1，14）15－（4，10，8）－（5，13）11（2，6）－（3，7）－12，9 4 ・（1，14）15－（4，10，8）－（5，13）－（11，6）2（3，7）－（9，12）

勝馬の
紹 介

ファンデルワールス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2011．12．10 阪神13着

2009．4．20生 �4鹿 母 エアザイオン 母母 イ メ ン ス 12戦2勝 賞金 21，600，000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 トモヲエラババ号・レッツマンボウ号

14020 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

68 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：47．6 6．7�
812 トーセンオーラ 牝4鹿 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：47．7� 3．1�
710 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：48．02 5．7�
69 モスカートローザ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：48．1クビ 4．9�
33 チャードリー 牝4青鹿55 高倉 稜�G1レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 61：48．2� 28．1	
711 ウインルキア 牝5青鹿 55

53 △中井 裕二�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム 400－ 81：48．3� 11．4

56 セ シ リ ア 牝4栗 55 蛯名 正義田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 434± 0 〃 クビ 7．8�
57 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 21：48．72� 13．0�
45 ハッシュドトーン 牝4青鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム B464＋ 21：48．8� 69．5
11 マルデデルマ 牝5栗 55 吉田 隼人吉田 哲哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460－ 21：48．9� 28．7�
22 � ト シ ベ リ ー 牝4黒鹿55 柴山 雄一上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 456± 0 〃 アタマ 110．9�
813� デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－141：49．53� 90．5�
44 レッツマンボウ 牝5栗 55

53 △嶋田 純次�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 478－101：50．13� 79．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，489，500円 複勝： 23，149，900円 枠連： 9，131，400円
馬連： 28，496，400円 馬単： 19，976，100円 ワイド： 15，616，800円
3連複： 40，138，500円 3連単： 72，102，300円 計： 225，100，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 150円 � 190円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 410円 �� 800円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 17，870円

票 数

単勝票数 計 164895 的中 � 19403（4番人気）
複勝票数 計 231499 的中 � 23405（4番人気）� 49639（1番人気）� 30658（3番人気）
枠連票数 計 91314 的中 （6－8） 11984（3番人気）
馬連票数 計 284964 的中 �� 16649（4番人気）
馬単票数 計 199761 的中 �� 4733（11番人気）
ワイド票数 計 156168 的中 �� 9726（3番人気）�� 4488（13番人気）�� 9812（2番人気）
3連複票数 計 401385 的中 ��� 11371（7番人気）
3連単票数 計 721023 的中 ��� 2979（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．6―12．7―12．6―11．8―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．8―47．4―1：00．1―1：12．7―1：24．5―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 5－6（4，10）（1，2，11）8－（13，3）（9，12）＝7 4 5，6（4，10）11（1，2）（8，12）（13，9，3）－7

勝馬の
紹 介

ウインミーティア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2011．8．28 札幌5着

2009．4．16生 牝4栗 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 11戦2勝 賞金 17，370，000円
※レッツマンボウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14021 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

612 ヤマニンカヴァリエ 牡4鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 498－ 41：08．8 10．2�
36 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B460＋ 2 〃 クビ 7．6�
23 ロンギングトゥユー 牝4栗 55

52 ▲横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494－ 61：08．9� 3．8�
816 ノ ア ノ ア 牝5芦 55

53 △中井 裕二M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 500± 01：09．0クビ 20．6�
714 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 木幡 初広 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 504－ 4 〃 クビ 13．4�
12 � トーセンカルツェ 牡6栗 57 黛 弘人島川 	哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 89．9

11 ダイワインスパイア 牡4鹿 57 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 480－ 21：09．1� 16．7�
815 ジャストザブレイン 牡4鹿 57 古川 吉洋ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 456－ 21：09．2クビ 16．7�
47 エレガントタイム 牝4黒鹿55 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 426± 01：09．41	 49．5
35 � アカネチャン 牝4鹿 55 荻野 要泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446± 0 〃 クビ 117．2�
24 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 416＋ 4 〃 ハナ 14．9�
48 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 津村 明秀吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 462＋ 41：09．61	 45．7�
611 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 高倉 稜�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 452－ 21：09．7� 2．7�
713� ウェルトレインド 
4鹿 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 458＋ 41：09．8クビ 185．2�
59 ユリオプスデイジー 牝4栗 55

53 △嶋田 純次飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 490＋ 8 〃 アタマ 128．6�
510 ウインドグラス 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 486＋ 41：09．9クビ 143．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，378，400円 複勝： 28，179，600円 枠連： 14，967，900円
馬連： 40，028，400円 馬単： 27，270，800円 ワイド： 22，088，700円
3連複： 58，661，200円 3連単： 108，226，500円 計： 317，801，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 280円 � 260円 � 190円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 840円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 38，870円

票 数

単勝票数 計 183784 的中 � 14216（4番人気）
複勝票数 計 281796 的中 � 24337（4番人気）� 27923（3番人気）� 45398（2番人気）
枠連票数 計 149679 的中 （3－6） 14932（2番人気）
馬連票数 計 400284 的中 �� 8960（13番人気）
馬単票数 計 272708 的中 �� 3229（23番人気）
ワイド票数 計 220887 的中 �� 4423（13番人気）�� 6561（7番人気）�� 6168（9番人気）
3連複票数 計 586612 的中 ��� 7867（17番人気）
3連単票数 計1082265 的中 ��� 2055（114番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンカヴァリエ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2011．11．6 京都4着

2009．2．22生 牡4鹿 母 ヤマニンフェリーヌ 母母 ワンオブアクライン 13戦2勝 賞金 19，300，000円
〔制裁〕 エレガントタイム号の騎手伊藤工真は，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：9番・8番）

トーセンカルツェ号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8
番）

※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 ナガレボシイチバン号

14022 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時40分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

79 ブロードソード 牡3黒鹿56 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 496－ 21：55．5 1．6�
33 ゴールドメイン 牡3栗 56 木幡 初広嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 446－ 61：55．6� 63．0�
811 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 古川 吉洋橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 520＋ 41：55．92 23．0�
812 ポルスターシャイン 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 480＋ 61：56．32� 18．8�
68 ナムララオウ 牡3栗 56 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 484＋ 41：57．25 4．4�
11 ブルーチッパー 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460＋ 21：57．3� 7．4	
55 ギンザブルースター 牡3芦 56 吉田 隼人有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム 440＋ 21：57．4� 34．7

710 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 450－ 21：57．5� 101．0�
67 オメガラヴィータ 牝3栗 54 蛯名 正義原 	子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464＋ 41：57．81� 28．0�
44 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B508＋121：58．0� 52．4
22 ダイワプロシード 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450－ 81：58．53 87．0�
56 ウインラヴェリテ 牡3栗 56 田辺 裕信�ウイン 斎藤 誠 浦河 大北牧場 492＋ 41：58．82 17．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，096，400円 複勝： 65，392，200円 枠連： 12，114，400円
馬連： 46，468，100円 馬単： 39，669，600円 ワイド： 23，615，500円
3連複： 72，612，100円 3連単： 152，286，900円 計： 436，255，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，040円 � 400円 枠 連（3－7） 4，810円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 510円 �� 7，860円

3 連 複 ��� 21，120円 3 連 単 ��� 80，400円

票 数

単勝票数 計 240964 的中 � 119127（1番人気）
複勝票数 計 653922 的中 � 426725（1番人気）� 6312（10番人気）� 18880（5番人気）
枠連票数 計 121144 的中 （3－7） 1859（13番人気）
馬連票数 計 464681 的中 �� 6195（16番人気）
馬単票数 計 396696 的中 �� 3875（20番人気）
ワイド票数 計 236155 的中 �� 3085（18番人気）�� 12655（3番人気）�� 695（48番人気）
3連複票数 計 726121 的中 ��� 2538（49番人気）
3連単票数 計1522869 的中 ��� 1398（186番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．2―13．2―12．5―12．4―13．0―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―50．6―1：03．1―1：15．5―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．0
1
3
1（9，11）－（2，6，10）3（7，12）－（4，8）5・（1，9）11（2，10）（3，6，12）（7，5，8）4

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

勝馬の
紹 介

ブロードソード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Broad Brush デビュー 2012．10．14 京都9着

2010．1．22生 牡3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 7戦2勝 賞金 23，658，000円
〔制裁〕 ゴールドメイン号の騎手木幡初広は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・12

番）



14023 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第11競走 ��
��2，000�第35回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，24．5．5以降25．4．29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

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

611 パッションダンス 牡5鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 61：56．9 12．2�

47 アドマイヤタイシ 牡6黒鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 0 〃 ハナ 7．0�

24 ダ コ ー ル 牡5鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 466＋101：57．43 7．0�
816 サトノアポロ 牡5黒鹿57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508＋ 61：57．61� 4．4�
12 ナカヤマナイト 牡5栗 58 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 484－ 21：57．7クビ 2．9�
612 ダノンヨーヨー 牡7栗 57 高倉 稜�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 クビ 40．8	
713 セイクリッドバレー 牡7栗 56 津村 明秀吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 ハナ 69．9

510 アスカクリチャン 牡6鹿 57 勝浦 正樹栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 498－ 21：58．01� 25．5�
23 サクセスパシュート 牡5鹿 54 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 クビ 19．4�
11 ヴェルデグリーン 牡5栗 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476± 01：58．1	 10．2
59 ローズキングダム 牡6黒鹿58 松田 大作 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 458－ 81：58．2	 18．6�
815 ダンツホウテイ 牡8黒鹿55 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 474＋ 2 〃 クビ 328．1�
36 マイネルスターリー 牡8鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 478－ 41：58．3	 313．9�
35 スマイルジャック 牡8黒鹿57 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 492－ 61：58．4クビ 56．1�
48 
 コスモファントム 牡6鹿 57 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 526＋ 2 〃 クビ 60．5�
714 テイエムアンコール 牡9芦 54 大野 拓弥竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 458－ 41：58．6� 292．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，755，700円 複勝： 144，508，900円 枠連： 60，583，900円
馬連： 342，530，900円 馬単： 176，780，900円 ワイド： 117，888，700円
3連複： 497，591，900円 3連単： 879，042，500円 計： 2，309，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 380円 � 210円 � 230円 枠 連（4－6） 2，240円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，170円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 29，360円

票 数

単勝票数 計 907557 的中 � 58662（6番人気）
複勝票数 計1445089 的中 � 88596（6番人気）� 204165（3番人気）� 175852（4番人気）
枠連票数 計 605839 的中 （4－6） 19994（11番人気）
馬連票数 計3425309 的中 �� 99395（11番人気）
馬単票数 計1767809 的中 �� 22780（24番人気）
ワイド票数 計1178887 的中 �� 32810（8番人気）�� 24223（15番人気）�� 49777（5番人気）
3連複票数 計4975919 的中 ��� 82221（11番人気）
3連単票数 計8790425 的中 ��� 22097（85番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．7―11．9―11．9―11．9―11．9―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―34．4―46．1―58．0―1：09．9―1：21．8―1：33．7―1：44．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッションダンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．2．26 阪神1着

2008．4．9生 牡5鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス 9戦5勝 賞金 96，666，000円
〔制裁〕 コスモファントム号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年5月11日から平成25年

5月26日まで騎乗停止。（被害馬：4番・6番・2番・16番・10番・3番）
※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 アドマイヤコマンド号・オートドラゴン号・カリバーン号・シルクアーネスト号・タガノエルシコ号・

ダノンスパシーバ号・デルフォイ号・ドリームセーリング号・フレールジャック号・マッハヴェロシティ号・
ミッキーパンプキン号・メイショウウズシオ号

14024 5月5日 晴 良 （25新潟1）第2日 第12競走 ��
��1，000�

ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走16時00分 （芝・直線）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 アイアムネフライト 牝4栗 55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 8 56．3 4．1�
611 メリーチャン 牝5芦 55 丸田 恭介ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452－16 56．4� 9．6�
24 アンゲネーム 	5鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472± 0 〃 ハナ 9．5�
47 ダークアイリス 牝4栗 55 中井 裕二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 498＋ 2 56．71� 125．5�
23 オ ー パ ル ス 牡5芦 57 柴山 雄一広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 490－ 2 〃 クビ 34．5�
815 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55 藤岡 康太澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 462－ 4 56．8クビ 8．5	
714
 アイファーコラソン 牝5鹿 55 丸山 元気中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 476－12 57．12 68．6

59 ナイキトリック 牝5鹿 55 木幡 初広小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 6 57．31� 13．5�
510 ナムラビーム 牝4芦 55 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 458± 0 57．62 7．7�
35 
 キンショーダイシ 牡4栗 57 中谷 雄太礒野日出夫氏 星野 忍 日高 中川 欽一 478＋14 57．81� 202．7
713 ノボプレシャス 牝4栗 55 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 460－12 57．9� 32．7�
36 
 トルピドトウショウ 牝5鹿 55 丹内 祐次トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448± 0 58．0クビ 25．0�
11 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 中舘 英二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 452－ 2 58．53 69．4�
48 
 マコトアルカディア 牝4鹿 55 西田雄一郎尾田左知子氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 402－10 58．6クビ 13．6�
12 メイショウナルト 	5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 4 58．7� 25．8�
816 タケデンザビエル 牝4栗 55 大野 拓弥武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 456－14 58．91� 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，082，600円 複勝： 39，008，600円 枠連： 29，996，400円
馬連： 81，486，100円 馬単： 46，687，100円 ワイド： 32，938，300円
3連複： 124，778，800円 3連単： 212，377，700円 計： 597，355，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 300円 � 250円 枠 連（6－6） 1，960円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 820円 �� 730円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 25，700円

票 数

単勝票数 計 300826 的中 � 58708（1番人気）
複勝票数 計 390086 的中 � 59610（2番人気）� 31661（6番人気）� 40280（4番人気）
枠連票数 計 299964 的中 （6－6） 11350（10番人気）
馬連票数 計 814861 的中 �� 33929（6番人気）
馬単票数 計 466871 的中 �� 11516（5番人気）
ワイド票数 計 329383 的中 �� 10011（7番人気）�� 11440（4番人気）�� 6224（14番人気）
3連複票数 計1247788 的中 ��� 19306（10番人気）
3連単票数 計2123777 的中 ��� 6101（41番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．3―44．1

上り4F44．4－3F34．1
勝馬の
紹 介

アイアムネフライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2011．7．16 函館2着

2009．4．20生 牝4栗 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 11戦2勝 賞金 21，285，000円
［他本会外：1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マヤステッラ号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンネレイス号

３レース目



（25新潟1）第2日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 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 手 当

207，660，000円
6，600，000円
1，890，000円
18，920，000円
61，700，000円
4，727，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
279，137，900円
480，752，000円
180，132，300円
708，364，100円
443，660，800円
308，628，000円
1，041，206，100円
1，857，018，400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 5，298，899，600円

総入場人員 20，007名 （有料入場人員 18，117名）
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