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14037 5月12日 曇 稍重 （25新潟1）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

712 スズカアルファ 牡3栗 56 丸田 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 460－ 41：56．3 10．0�
610 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 470－ 4 〃 クビ 58．1�
35 メイショウジロキチ 牡3芦 56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 478± 0 〃 ハナ 8．2�
23 アサクサベルーガ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 1．9�
34 トウケイウイン 牡3黒鹿56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 430＋ 41：56．62 6．6�
611 セルリアンサーロス 牡3栗 56 鮫島 良太�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 498＋ 61：56．92 5．4	
713 アグネスプレミオ 牝3芦 54

52 △中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 488 ―1：57．64 41．6

22 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 502－ 61：57．81 118．5�
46 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 474－ 4 〃 クビ 75．9�
815 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 452－ 41：58．22� 49．0
11 コスモデスタン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 61：58．94 14．3�
59 ア シ ガ ル 牡3栗 56 中谷 雄太井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 448－141：59．1� 360．8�
47 ナデシコノハナ 牝3栗 54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 450＋241：59．41� 117．9�
814 ディアギャラクシー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁ディアレスト 田中 剛 浦河 松栄牧場 516＋ 82：00．03� 331．4�
58 アイドクレース 牝3黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 472± 02：00．42� 245．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，466，100円 複勝： 24，061，800円 枠連： 7，529，000円
馬連： 21，768，600円 馬単： 19，906，200円 ワイド： 13，285，000円
3連複： 36，508，400円 3連単： 67，683，200円 計： 205，208，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 330円 � 1，130円 � 320円 枠 連（6－7） 1，560円

馬 連 �� 15，880円 馬 単 �� 31，200円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 1，120円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 36，270円 3 連 単 ��� 252，280円

票 数

単勝票数 計 144661 的中 � 11469（5番人気）
複勝票数 計 240618 的中 � 20958（5番人気）� 4901（8番人気）� 21265（4番人気）
枠連票数 計 75290 的中 （6－7） 3579（7番人気）
馬連票数 計 217686 的中 �� 1012（32番人気）
馬単票数 計 199062 的中 �� 471（56番人気）
ワイド票数 計 132850 的中 �� 964（32番人気）�� 3018（12番人気）�� 1116（30番人気）
3連複票数 計 365084 的中 ��� 743（76番人気）
3連単票数 計 676832 的中 ��� 198（446番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．2―13．5―12．8―12．6―13．2―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．8―51．3―1：04．1―1：16．7―1：29．9―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

スズカアルファ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2012．6．10 阪神5着

2010．2．11生 牡3栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 10戦1勝 賞金 11，550，000円
〔制裁〕 デルマベム号の騎手勝浦正樹は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・8番・6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 シャトーザール号

14038 5月12日 曇 稍重 （25新潟1）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ブルジュオン 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 21：23．1 6．8�

510 リ ッ プ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人 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 446－101：23．31� 2．7�

36 サイレントイン 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二矢野喜代春氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 454 ―1：23．4クビ 44．9�

47 プライマリーカラー 牝3鹿 54
51 ▲横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 408＋ 2 〃 クビ 10．0�

815 ディアラブクイーン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 480＋ 41：23．5クビ 14．1�
714 ジャングルハット 牝3鹿 54 中舘 英二 	サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 438－ 41：23．6� 10．5

612 ピュアライン 牝3鹿 54 村田 一誠	谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 464 ― 〃 クビ 167．2�
713 ナデシコホマレ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 454＋ 61：23．7クビ 92．8�
24 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54

52 △中井 裕二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 430－ 2 〃 アタマ 10．5
59 リミックスアルバム 牝3黒鹿54 和田 竜二	ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 448＋10 〃 クビ 3．8�
35 サクラジュレップ 牝3黒鹿54 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 470 ― 〃 ハナ 29．6�
23 ミッションコード 牝3黒鹿54 柴山 雄一 Him Rock Racing 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 446 ―1：23．8クビ 287．2�
11 スマイルユー 牝3青鹿54 鮫島 良太 	三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 488＋141：23．9� 248．5�
12 エンジェライト 牝3栗 54 津村 明秀 	サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 414± 01：24．0� 61．6�
611 イイトコドリ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 414＋ 61：24．32 667．7�
816 ベシュテルング 牝3栗 54 丸山 元気 	サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 402－ 21：24．51� 98．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，811，400円 複勝： 23，223，900円 枠連： 8，721，500円
馬連： 22，861，900円 馬単： 17，163，800円 ワイド： 12，298，800円
3連複： 32，172，500円 3連単： 50，616，600円 計： 180，870，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 150円 � 1，150円 枠 連（4－5） 310円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 490円 �� 4，840円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 15，070円 3 連 単 ��� 75，170円

票 数

単勝票数 計 138114 的中 � 16120（3番人気）
複勝票数 計 232239 的中 � 36468（2番人気）� 55075（1番人気）� 3525（11番人気）
枠連票数 計 87215 的中 （4－5） 21424（1番人気）
馬連票数 計 228619 的中 �� 15401（2番人気）
馬単票数 計 171638 的中 �� 4645（7番人気）
ワイド票数 計 122988 的中 �� 6850（2番人気）�� 592（43番人気）�� 1028（30番人気）
3連複票数 計 321725 的中 ��� 1576（46番人気）
3連単票数 計 506166 的中 ��� 497（244番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．3―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．7―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．4
3 8（5，9，15）（13，14，10）（2，6，7，16）4（11，12）－（1，3） 4 8（9，15）（5，10）（14，16）（13，7）（6，4）（2，3）（11，12）－1

勝馬の
紹 介

ブルジュオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．10．8 東京4着

2010．5．3生 牝3黒鹿 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 6戦1勝 賞金 9，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リネンスカイ号
（非抽選馬） 2頭 マリンブリッジ号・メイショウテンニョ号

第１回 新潟競馬 第４日



14039 5月12日 曇 稍重 （25新潟1）第4日 第3競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

59 メイショウラムダ 牡3黒鹿56 中舘 英二松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 456－ 21：12．4 2．1�
814 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 484＋ 21：12．93 8．1�
58 クイックスパイダー 牡3栗 56 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 458－ 61：13．21� 14．6�
611 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 黛 弘人村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B472± 0 〃 クビ 8．0�
34 � トゥールモンド 牡3栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 462－ 41：13．3クビ 3．4	
610� ハクサンナチュラル 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁河﨑 五市氏 西園 正都 米 Edward A.
Cox, Jr. 478－ 21：13．51	 24．6


22 クリノバトゥーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 中村 和夫 460 ―1：13．92
 17．2�
815 ハイランドコンドル 牝3黒鹿54 田中 博康小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 398－121：14．43 151．7�
11 バーグペガサス 牝3栗 54

51 ▲横山 和生松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 456－10 〃 クビ 179．3
713 トップギャル 牝3鹿 54 西田雄一郎吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B466＋101：14．72 177．6�
47 フェスティヴショウ 牡3栗 56 松田 大作臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 428－ 41：14．8
 105．0�
46 ハ イ カ ム 牡3青鹿56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 2 〃 アタマ 202．2�
23 コミュニティ 牡3栗 56 宮崎 北斗西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 466－101：14．9クビ 77．3�
712 プレミールサリー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太ケンレーシング組合 牧 光二 日高 竹島 幸治 506± 01：15．0� 69．2�
35 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 B464＋ 21：15．31� 169．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，875，700円 複勝： 20，428，300円 枠連： 6，006，400円
馬連： 20，398，100円 馬単： 16，048，300円 ワイド： 10，434，300円
3連複： 28，780，300円 3連単： 49，572，100円 計： 163，543，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 240円 � 250円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 400円 �� 430円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 118757 的中 � 45432（1番人気）
複勝票数 計 204283 的中 � 59978（1番人気）� 18712（4番人気）� 17204（5番人気）
枠連票数 計 60064 的中 （5－8） 6988（3番人気）
馬連票数 計 203981 的中 �� 18849（3番人気）
馬単票数 計 160483 的中 �� 8778（4番人気）
ワイド票数 計 104343 的中 �� 6690（3番人気）�� 6115（4番人気）�� 3008（11番人気）
3連複票数 計 287803 的中 ��� 12208（5番人気）
3連単票数 計 495721 的中 ��� 4675（20番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウラムダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．8．19 小倉8着

2010．4．10生 牡3黒鹿 母 メイショウシーカー 母母 ステージバンダム 12戦1勝 賞金 13，650，000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） 4頭 クリノロブソン号・ゼンノビッグワン号・メイショウホワイト号・ランギョク号
（非抽選馬） 2頭 スターオブミューズ号・タガノシェルム号

14040 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第4競走 ��2，200�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
2：11．0
2：10．0

良
良

11 スプリングシャトル 牡3栗 56 村田 一誠加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 474± 02：14．9 164．3�
35 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 520± 02：15．11� 3．8�
23 マイネルゼータ 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 6 〃 クビ 19．9�
713 スギノハルバード 牡3鹿 56 勝浦 正樹杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 462＋ 42：15．2クビ 9．6�
36 シャルパンテ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 4 〃 ハナ 27．7�
510 マ コ ロ ン 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生岡 浩二氏 小笠 倫弘 むかわ 市川牧場 434＋ 22：15．41� 78．1	
816 ハダシノミライ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 516＋ 62：15．82� 13．0

48 アンバードリーム 牝3黒鹿54 中舘 英二髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 480－ 62：15．9クビ 3．4�
12 サトノトレジャー 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446± 02：16．0� 21．7�
59 ビバゴールデン 牝3鹿 54 松田 大作桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 454＋ 4 〃 アタマ 15．0
24 ボールドカーナ 牡3青鹿56 津村 明秀増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 466－ 22：16．32 73．0�
815 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 468± 02：16．5� 7．3�
612 コスモフルーリング 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 川端牧場 378－ 22：17．45 100．5�
611 ラクテウスオルビス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政�ターフ・スポート菊川 正達 日高 ナカノファーム B462－ 22：17．5� 434．7�
47 ソムニアシチー 牝3鹿 54 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B430＋ 42：18．03 7．4�
714 カシノリュウセイ �3黒鹿56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 B422－ 42：19．59 273．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，129，200円 複勝： 24，359，300円 枠連： 8，670，500円
馬連： 23，078，300円 馬単： 18，059，200円 ワイド： 14，498，100円
3連複： 34，351，700円 3連単： 52，983，200円 計： 189，129，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，430円 複 勝 � 1，700円 � 200円 � 510円 枠 連（1－3） 3，730円

馬 連 �� 14，920円 馬 単 �� 55，310円

ワ イ ド �� 4，380円 �� 14，430円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 52，820円 3 連 単 ��� 528，410円

票 数

単勝票数 計 131292 的中 � 630（14番人気）
複勝票数 計 243593 的中 � 3084（12番人気）� 42088（2番人気）� 11502（9番人気）
枠連票数 計 86705 的中 （1－3） 1716（14番人気）
馬連票数 計 230783 的中 �� 1142（44番人気）
馬単票数 計 180592 的中 �� 241（117番人気）
ワイド票数 計 144981 的中 �� 811（47番人気）�� 243（82番人気）�� 2124（21番人気）
3連複票数 計 343517 的中 ��� 480（136番人気）
3連単票数 計 529832 的中 ��� 74（1075番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―34．9―47．3―59．8―1：12．6―1：25．2―1：37．5―1：49．7―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4
1
3

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

2
4

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

スプリングシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー 2012．6．17 函館6着

2010．4．22生 牡3栗 母 ヤクモアサシオ 母母 ヤクモアサカゼ 12戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノコゴロウ号・コパノメガミ号・テイエムオーライト号



14041 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第5競走 ��
��1，800�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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

24 サンマルホーム 牡3栗 56 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 430± 01：47．0 2．5�

816 トーセンツリー 牡3芦 56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 460－ 21：47．21� 14．9�

47 サダムロードショー 牡3鹿 56 鮫島 良太大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 2 〃 クビ 10．5�

12 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 津村 明秀深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 488＋ 21：47．3クビ 7．4�
510 サーマウント 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：47．72� 10．9�
815 ミストフェリーズ 牡3栗 56 丸山 元気 	キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：47．8	 8．3

11 
 モアザンジョイ 牡3黒鹿54 丸田 恭介吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Strawberry

Hill Stud 526 ―1：47．9� 39．8�
35 レ ジ ー ナ 牝3栗 54

52 △菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 418＋ 81：48．11 10．4

713 ロードラファエル 牡3鹿 56
54 △中井 裕二 �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 468－ 21：48．31 16．4�

36 
 ベルサリエーレ 牡3鹿 56 松田 大作藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 488 ― 〃 クビ 13．2�

611 カズチョウサン �3鹿 56 村田 一誠�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 450－121：48．4	 205．8�
612 バンダムロビン 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次山科 統氏 南田美知雄 浦河 富塚 元喜 434－101：49．89 250．3�
59 アラビアンドラゴン �3芦 56 田中 博康吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム B428－ 61：50．11	 223．9�
48 コウジンチーター 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 428＋ 61：50．2� 362．6�
23 
 マイネルハイネス 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange 450－ 8 〃 クビ 20．1�

714 マルイチワンダー 牡3栗 56 中舘 英二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 438－ 41：51．47 47．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，438，300円 複勝： 27，534，200円 枠連： 10，626，800円
馬連： 27，816，300円 馬単： 18，913，600円 ワイド： 17，785，700円
3連複： 41，704，600円 3連単： 60，347，700円 計： 222，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 380円 � 310円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 760円 �� 830円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 34，050円

票 数

単勝票数 計 174383 的中 � 56395（1番人気）
複勝票数 計 275342 的中 � 65423（1番人気）� 15923（9番人気）� 20209（6番人気）
枠連票数 計 106268 的中 （2－8） 13001（1番人気）
馬連票数 計 278163 的中 �� 10689（5番人気）
馬単票数 計 189136 的中 �� 4156（8番人気）
ワイド票数 計 177857 的中 �� 5926（6番人気）�� 5411（9番人気）�� 2094（29番人気）
3連複票数 計 417046 的中 ��� 4287（20番人気）
3連単票数 計 603477 的中 ��� 1308（87番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―12．4―12．4―12．5―11．8―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．3―46．7―59．1―1：11．6―1：23．4―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．8．5 小倉7着

2010．3．10生 牡3栗 母 �アイエスシャイン 母母 �キリセオリー 12戦1勝 賞金 20，838，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルイチワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月12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。
（非当選馬） 1頭 ヨベルシチー号
（非抽選馬） 1頭 スリーラグタイム号

14042 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第6競走 1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

22 � ウエスタンムサシ 牡4芦 57
55 △菱田 裕二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 508＋121：12．1 2．0�

815 ロイヤルサルート 牡5栗 57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 01：12．31 6．0�
34 デリケートアーチ 牝4栃栗 55

53 △嶋田 純次 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B458－ 21：12．72� 16．5�
610 シークレットアーム 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 508＋ 2 〃 ハナ 9．7�
35 ブエノディオス 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 488＋14 〃 クビ 224．8�
58 � ア ウ ル ム �4栗 57 西村 太一小河 一	氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 508－ 81：12．8クビ 44．0

23 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57

54 ▲横山 和生武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 41：12．9� 27．2�
712 ヴェリタスローズ 牝6青 55 菅原 隆一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438± 0 〃 クビ 47．2�
713 ウメジマダイオー 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B494－ 21：13．21� 254．9
47 ニホンピロワルター 牡6栗 57

54 ▲原田 和真小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 500＋16 〃 ハナ 16．8�
611 トーアシシイ 牝5栗 55 小野寺祐太高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 488＋ 21：13．3� 355．8�
59 スターマイン 牡4青 57 荻野 琢真�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－ 21：13．4� 5．5�
46 タガノプラージュ 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 41：13．71� 13．5�

814 レッツマンボウ 牝5栗 55
52 ▲森 一馬�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 476－ 2 〃 クビ 139．3�

11 ダブルスパーク 牝4芦 55
52 ▲伴 啓太吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 446－ 81：14．44 74．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，490，800円 複勝： 21，406，300円 枠連： 7，457，500円
馬連： 27，036，300円 馬単： 20，076，600円 ワイド： 13，093，500円
3連複： 33，374，700円 3連単： 60，853，800円 計： 197，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 190円 � 380円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 350円 �� 640円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 144908 的中 � 57874（1番人気）
複勝票数 計 214063 的中 � 54425（1番人気）� 29517（3番人気）� 11037（6番人気）
枠連票数 計 74575 的中 （2－8） 9134（2番人気）
馬連票数 計 270363 的中 �� 29906（2番人気）
馬単票数 計 200766 的中 �� 12532（2番人気）
ワイド票数 計 130935 的中 �� 10176（2番人気）�� 4954（6番人気）�� 1803（21番人気）
3連複票数 計 333747 的中 ��� 6420（11番人気）
3連単票数 計 608538 的中 ��� 3303（27番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．6―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウエスタンムサシ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ

2009．4．12生 牡4芦 母 ウエスタンベガ 母母 ウエスタンスキャン 16戦1勝 賞金 26，640，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ウエスタンムサシ号の騎手菱田裕二は，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：7番）



14043 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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
1：56．4
1：56．1

良
良

22 インダクティ 牝5黒鹿55 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 400－ 42：00．3 2．7�
67 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452± 02：00．51� 13．5�
79 コスモラングデン 牝5芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 B510－ 22：00．6� 38．4�
66 プリュムローズ 牝4鹿 55 吉田 隼人野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 460± 02：00．81 6．5�
44 チェルカトローバ 牝6鹿 55 西田雄一郎近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 454＋ 2 〃 ハナ 131．7�
810 アルアマーナ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428＋ 4 〃 クビ 4．2	
78 アンリミテッドピサ 牝5鹿 55 松田 大作市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 82：00．9クビ 20．3

11 アドマイヤエレノア 牝5鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B438± 02：01．0� 12．2�
33 � キ ワ ミ 牝4鹿 55 川島 信二�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 442＋ 42：01．1	 8．0�
55 アプフェルヴァイン 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 438± 02：01．2	 75．9
811 ソロデビュー 牝4黒鹿55 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 492－ 2 〃 ハナ 9．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，417，500円 複勝： 21，146，400円 枠連： 7，753，900円
馬連： 21，444，800円 馬単： 16，749，000円 ワイド： 11，456，300円
3連複： 29，280，200円 3連単： 56，878，000円 計： 178，126，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 410円 � 770円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，320円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 73，520円

票 数

単勝票数 計 134175 的中 � 40302（1番人気）
複勝票数 計 211464 的中 � 67340（1番人気）� 10653（7番人気）� 5089（9番人気）
枠連票数 計 77539 的中 （2－6） 8613（2番人気）
馬連票数 計 214448 的中 �� 5305（14番人気）
馬単票数 計 167490 的中 �� 3333（17番人気）
ワイド票数 計 114563 的中 �� 2892（13番人気）�� 2165（17番人気）�� 606（38番人気）
3連複票数 計 292802 的中 ��� 1402（53番人気）
3連単票数 計 568780 的中 ��� 571（243番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．2―12．9―12．9―12．3―11．5―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．4―47．6―1：00．5―1：13．4―1：25．7―1：37．2―1：48．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インダクティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2010．7．25 函館5着

2008．3．3生 牝5黒鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 22戦2勝 賞金 30，569，000円
〔制裁〕 インダクティ号の騎手木幡初広は，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：5番・6番）
〔その他〕 アンリミテッドピサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンリミテッドピサ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年6月12日まで出走できない。

14044 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

11 ランドシャーク 牡4鹿 57
54 ▲横山 和生千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 498－ 41：11．7 3．8�

611 ダークシーカー 牡4栗 57 丸山 元気松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 528－ 61：12．23 5．1�
58 シゲルドリアン 牡4鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B474± 01：12．62� 13．9�
610 フィンデルムンド 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 476－ 41：13．02� 20．1�
34 	 アランルース 
5栃栗57 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 444－ 4 〃 アタマ 6．0�
46 	 ラ ン ザ ン 牡4栗 57 勝浦 正樹橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B488－ 11：13．1クビ 30．6	
47 � シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 498± 0 〃 同着 6．2


712 ヒカルランナー 牡4鹿 57 黛 弘人安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 526－121：13．2� 61．3�
59 キンショーキラ 牝4栗 55

53 △菱田 裕二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 472－141：13．51� 34．6�
815� オ オ ミ カ ミ 牡4栃栗57 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. 498－ 21：13．82 6．6
814 ヒダカタイザン 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 444± 0 〃 ハナ 114．2�
713� ヴィクタシア 牝4黒鹿55 松田 大作前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 496＋ 21：13．9クビ 13．5�
35 � ユーディドイット 牡5鹿 57 西村 太一藤田 在子氏 土田 稔 米 Yoshio Fujita 472± 01：14．0� 45．1�
23 キ ー メ ー ル 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 510＋201：14．1クビ 145．9�
22 	 マリノアーサー 牡4栗 57 村田 一誠矢野 恭裕氏 日吉 正和 新冠 八木 常郎 462＋101：14．95 205．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，283，900円 複勝： 25，048，200円 枠連： 9，503，600円
馬連： 28，699，800円 馬単： 21，274，200円 ワイド： 15，904，400円
3連複： 42，485，300円 3連単： 72，669，100円 計： 230，868，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 180円 � 350円 枠 連（1－6） 760円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 870円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 17，700円

票 数

単勝票数 計 152839 的中 � 32503（1番人気）
複勝票数 計 250482 的中 � 58184（1番人気）� 36744（2番人気）� 14439（6番人気）
枠連票数 計 95036 的中 （1－6） 9243（1番人気）
馬連票数 計 286998 的中 �� 24261（1番人気）
馬単票数 計 212742 的中 �� 9754（2番人気）
ワイド票数 計 159044 的中 �� 10903（2番人気）�� 4307（11番人気）�� 4589（10番人気）
3連複票数 計 424853 的中 ��� 7723（7番人気）
3連単票数 計 726691 的中 ��� 3031（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドシャーク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．2．11 東京5着

2009．3．13生 牡4鹿 母 エ ア リ ン グ 母母 コニーストン 8戦2勝 賞金 14，200，000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） 1頭 ヤマニンアルシェ号
（非抽選馬） 2頭 フェアエレン号・フランチャイズ号



14045 5月12日 晴 良 （25新潟1）第4日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

612 グランマルシェ 牡5鹿 57
54 ▲長岡 禎仁 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B522± 01：34．6 17．1�

12 マイネルコランダム 牡4青鹿 57
55 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 468－ 4 〃 クビ 23．2�
47 ドラゴネッティ 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 アタマ 27．4�
36 シャドウライフ 牝4黒鹿 55

53 △菱田 裕二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 61：34．7クビ 15．1�
815 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 466－ 21：34．8� 7．0	
48 ピースフルアース 牡5鹿 57 黛 弘人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 462－ 21：35．01� 29．7

714 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 462＋ 21：35．1� 23．2�
611� ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲横山 和生湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 436＋ 2 〃 ハナ 318．5�
23 � シセイギンガ 牡7青 57 村田 一誠猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 450－ 21：35．2	 251．3
59 アイヴィーリーグ 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 464± 01：35．41	 1．6�
35 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490＋ 81：35．5クビ 9．9�
24 � リバーデュランダル 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 396± 01：35．6� 327．2�
816 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456－ 41：35．7	 29．0�
713 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 492＋ 4 〃 クビ 17．9�
11 クィンビークイーン 牝6鹿 55 丸田 恭介竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 446－ 21：36．01� 134．9�
510� キ ン グ カ イ 
5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 B442－291：37．49 194．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，956，600円 複勝： 33，339，100円 枠連： 13，414，700円
馬連： 38，869，200円 馬単： 31，938，200円 ワイド： 21，820，500円
3連複： 53，632，100円 3連単： 116，644，700円 計： 332，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 520円 � 800円 � 790円 枠 連（1－6） 17，100円

馬 連 �� 11，870円 馬 単 �� 29，390円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 3，470円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 73，570円 3 連 単 ��� 637，660円

票 数

単勝票数 計 229566 的中 � 10619（5番人気）
複勝票数 計 333391 的中 � 17711（5番人気）� 10759（11番人気）� 10946（9番人気）
枠連票数 計 134147 的中 （1－6） 579（27番人気）
馬連票数 計 388692 的中 �� 2417（31番人気）
馬単票数 計 319382 的中 �� 802（73番人気）
ワイド票数 計 218205 的中 �� 2355（24番人気）�� 1544（37番人気）�� 1349（45番人気）
3連複票数 計 536321 的中 ��� 538（164番人気）
3連単票数 計1166447 的中 ��� 135（1040番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．7―48．1―1：00．2―1：11．6―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランマルシェ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．1．10 中山2着

2008．5．8生 牡5鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 15戦2勝 賞金 14，300，000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 クリスマスマーベル号

14046 5月12日 晴 良 （25新潟1）第4日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時40分 （芝・直線）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

24 クリノタカラチャン 牝3黒鹿54 中舘 英二栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 406＋ 2 55．8 4．4�
11 ヴァレンティーネ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 446－ 2 56．01� 10．3�
35 ビーナストリック 牝3栗 54 木幡 初広友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 446－ 2 56．1� 25．5�
611 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 津村 明秀大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 2 〃 クビ 9．0�
510 ジョアンシーピン 牝3黒鹿54 平野 優西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 450± 0 〃 ハナ 22．3�
23 ワンツーステップ 牝3芦 54 村田 一誠佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 426＋ 6 56．2クビ 43．1�
714 デンコウスカイ 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 468－ 4 56．3	 5．3	
47 ファンアットコート 牝3鹿 54 柴山 雄一
ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 クビ 70．2�
12 モーニングムーン 牝3栗 54 中谷 雄太
ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 454＋ 2 56．4クビ 130．6�
36 メジャーミノル 牡3栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 2 56．5	 8．1
713 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54 田中 博康 
スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 432＋12 〃 クビ 11．9�
815 アイサレジョウズ 牝3鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 404＋ 4 56．6� 55．8�
816 バイオレットムーン 牡3栗 56 丸山 元気池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 518＋10 〃 クビ 21．7�
612 ワンダービリーヴ 牝3鹿 54 丸田 恭介半沢
 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 448＋10 〃 ハナ 44．7�
59 モーニングコール 牝3鹿 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 416－ 4 56．7	 5．2�
48 ジョーハット 牡3青鹿56 大野 拓弥上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 528± 0 58．8大差 55．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，931，000円 複勝： 30，948，400円 枠連： 17，613，800円
馬連： 54，747，500円 馬単： 32，859，900円 ワイド： 23，858，100円
3連複： 84，173，700円 3連単： 131，322，100円 計： 399，454，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 290円 � 640円 枠 連（1－2） 1，470円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，170円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 14，680円 3 連 単 ��� 64，830円

票 数

単勝票数 計 239310 的中 � 43311（1番人気）
複勝票数 計 309484 的中 � 62034（1番人気）� 26914（5番人気）� 10155（10番人気）
枠連票数 計 176138 的中 （1－2） 8896（8番人気）
馬連票数 計 547475 的中 �� 25572（1番人気）
馬単票数 計 328599 的中 �� 9138（1番人気）
ワイド票数 計 238581 的中 �� 10767（2番人気）�� 2632（25番人気）�� 1903（39番人気）
3連複票数 計 841737 的中 ��� 4232（45番人気）
3連単票数 計1313221 的中 ��� 1495（199番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．8―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．1―43．7

上り4F43．7－3F33．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノタカラチャン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．6．30 福島6着

2010．4．15生 牝3黒鹿 母 バンビーナピノ 母母 リトミコバンブー 11戦2勝 賞金 24，676，000円
〔制裁〕 クリノタカラチャン号の騎手中舘英二は，決勝線手前での御法（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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アクアブルーバレー号・サマーフェニックス号・サンマルマズル号・トーセンエジンバラ号・

プリティーキャロル号・ヘンゲンジザイ号・ミニ号



14047 5月12日 晴 良 （25新潟1）第4日 第11競走 ��
��2，200�

あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．5．12以降25．5．5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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
2：11．0
2：10．0

良
良

23 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 勝浦 正樹飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438＋ 82：12．2 4．1�
35 ロックンロール 牡6黒鹿54 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 530－ 22：12．3� 5．5�
713 トウシンヤマト 牡5黒鹿54 菱田 裕二�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 62：12．4� 12．5�
816� トーセンノーブル 牝5鹿 52 丸田 恭介島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 496－ 22：12．61� 28．6�
815 コスモバルバラ 牝4黒鹿52 中井 裕二 	ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 ハナ 20．1

36 � イグゼキュティヴ 牡7鹿 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 沖田 忠幸 B516－22 〃 クビ 100．7�
59 ブライトボーイ 牡4鹿 55 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 470± 02：12．92 6．8�
510 ロイヤルダリア 牡7黒鹿53 木幡 初広矢野 和雅氏 石毛 善彦 三石 山際牧場 516＋ 2 〃 アタマ 65．1
611 ルミナスレッド 牝4鹿 52 大野 拓弥岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 42：13．11� 14．7�
24 アドマイヤネアルコ 牡5芦 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 480± 02：13．3	 4．2�
12 プロヴィデンス 牡7鹿 55 柴山 雄一臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 510－122：13．4	 43．3�
11 ソールデスタン 牡6鹿 55 黛 弘人	前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 456＋ 4 〃 ハナ 15．3�
47 ニシキホマレ 牡6鹿 54 嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 502－ 82：13．5クビ 25．1�
612 ウインディーリング 牝6青鹿51 原田 和真細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 209．2�
48 � マイネルクローバー 牡5栗 53 津村 明秀浜野順之助氏 藤沢 則雄 青森 イズモリファーム 504± 02：14．24 110．3�
714 サンライズマルス 牡5栗 56 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：14．41
 20．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，643，000円 複勝： 39，387，000円 枠連： 29，757，000円
馬連： 110，592，500円 馬単： 63，888，300円 ワイド： 38，541，400円
3連複： 149，758，400円 3連単： 272，665，500円 計： 731，233，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 210円 � 310円 枠 連（2－3） 560円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 440円 �� 920円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 18，110円

票 数

単勝票数 計 266430 的中 � 52159（1番人気）
複勝票数 計 393870 的中 � 78497（1番人気）� 50150（4番人気）� 27845（5番人気）
枠連票数 計 297570 的中 （2－3） 39244（1番人気）
馬連票数 計1105925 的中 �� 90980（1番人気）
馬単票数 計 638883 的中 �� 24369（3番人気）
ワイド票数 計 385414 的中 �� 23403（2番人気）�� 10055（8番人気）�� 7155（11番人気）
3連複票数 計1497584 的中 ��� 26054（7番人気）
3連単票数 計2726655 的中 ��� 11113（31番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．0―12．6―12．5―12．0―12．1―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．3―35．0―47．0―59．6―1：12．1―1：24．1―1：36．2―1：48．1―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
14，9，13，15，6，12－16－4，5，2，10，11－3－8，1，7・（14，9）（13，15）（6，12，5）16，10（4，2）3，11，8（1，7）

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

勝馬の
紹 介

シャドウバンガード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2012．5．6 新潟1着

2009．3．1生 牡4黒鹿 母 ラ ゲ ラ 母母 Smageta 12戦3勝 賞金 47，383，000円
〔制裁〕 コスモバルバラ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番・

14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 ナンヨースラッガー号

14048 5月12日 晴 稍重 （25新潟1）第4日 第12競走 ��
��1，800�

さんじょう

三 条 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

813 ステップアヘッド 牡4鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 522＋ 81：54．4 16．3�
68 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 474± 01：54．61� 1．7�
11 	
 エアウィーバー 牡4鹿 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal

Farm LLC 504＋ 81：55．23� 5．5�
69 メイショウシャイン 牡6鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 470－ 8 〃 クビ 17．8�
56 	 リアライズナマステ 牡4栗 57 吉田 隼人工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470± 01：55．52 14．1�
44 エスペランサシチー 牡4芦 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B496－ 41：55．6クビ 72．2	
711 デュアルサクセス 牡6黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446－ 41：55．91� 19．8

45 チュウワストライク 牡4鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 510＋ 41：56．22 13．5�
57 タガノナパヴァレー �4黒鹿57 和田 竜二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋12 〃 クビ 12．7�
710 カバリノランパンテ 牡4栗 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 464－ 41：56．52 158．6
33 サ ル ゴ ン 牡4鹿 57 川島 信二�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 484± 01：57．35 173．7�
22 	 レッドコースト 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 英 Aston Mul-

lins Stud 530－ 21：57．72� 22．7�
812
 カムイビスティー 牡4鹿 57 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 448－ 41：58．65 87．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，974，300円 複勝： 52，654，600円 枠連： 18，571，400円
馬連： 65，447，100円 馬単： 49，662，800円 ワイド： 30，332，700円
3連複： 89，170，300円 3連単： 203，436，700円 計： 548，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 200円 � 110円 � 190円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 310円 �� 880円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 389743 的中 � 18924（6番人気）
複勝票数 計 526546 的中 � 48542（3番人気）� 225119（1番人気）� 50559（2番人気）
枠連票数 計 185714 的中 （6－8） 20300（3番人気）
馬連票数 計 654471 的中 �� 62953（2番人気）
馬単票数 計 496628 的中 �� 12709（10番人気）
ワイド票数 計 303327 的中 �� 25694（2番人気）�� 7350（10番人気）�� 29834（1番人気）
3連複票数 計 891703 的中 ��� 39922（2番人気）
3連単票数 計2034367 的中 ��� 10042（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．3―51．2―1：04．3―1：16．4―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステップアヘッド �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．1．29 東京14着

2009．2．28生 牡4鹿 母 ビ シ ュ ヌ 母母 ゴージャスハート 18戦2勝 賞金 27，239，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 タガノナパヴァレー号の騎手和田竜二は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

３レース目



（25新潟1）第4日 5月12日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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 手 当

155，940，000円
2，080，000円
6，630，000円
1，600，000円
14，030，000円
62，307，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
226，417，800円
343，537，500円
145，626，100円
462，760，400円
326，540，100円
223，308，800円
655，392，200円
1，195，672，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，579，255，600円

総入場人員 13，330名 （有料入場人員 11，586名）
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