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14025 5月10日 曇 良 （26新潟1）第3日 第1競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50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，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード なし

712 ヤマカツハクリュウ 牡7芦 59 高田 潤山田 博康氏 松田 博資 浦河 �川 啓一 478± 03：36．8 基準タイム 3．3�
610 マサノブルース �7鹿 61 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 452＋ 63：37．01� 10．2�
46 	 エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 528＋ 23：37．1
 11．6�
33 ニジブルーム 牡6芦 59 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 488－ 43：37．41� 6．0�
34 	 マ サ ラ イ ト 牡10鹿 60 植野 貴也丸井サカミ氏 浜田多実雄 三石 本桐牧場 508＋103：37．71� 4．9�
11 	 トーセンタイガー 牡6鹿 59 山本 康志島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B536－103：37．8� 16．9

45 ラッキーバニラ 牡7青鹿59 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502± 0 〃 ハナ 7．6�
58 フリーダムシチー 牡5栗 59 石神 深一 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 442－ 23：37．9
 59．3�
711 リキサンヒーロー 牡7栗 59 大江原 圭 ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B476＋ 63：38．43 47．0�
22 	 パリスブルー 牝7黒鹿57 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 474＋123：39．14 98．6�
814 サトノケンオー �7栗 60 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋ 83：40．27 34．7�
57 ミヤコデラックス 牡5鹿 59 上野 翔吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B470± 03：41．58 49．4�
69 ヤマニンメダイユ 牡5鹿 59 中村 将之土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 496＋ 4 （競走中止） 15．1�
813 ミヤビファルネーゼ 牡6黒鹿59 五十嵐雄祐村上 義勝氏 浅野洋一郎 浦河 大成牧場 484－ 4 （競走中止） 19．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，280，100円 複勝： 16，469，100円 枠連： 7，033，300円
馬連： 17，597，800円 馬単： 12，394，700円 ワイド： 10，041，200円
3連複： 29，782，900円 3連単： 43，115，400円 計： 145，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 330円 � 380円 枠 連（6－7） 1，230円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 940円 �� 950円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 49，340円

票 数

単勝票数 計 92801 的中 � 22199（1番人気）
複勝票数 計 164691 的中 � 35201（1番人気）� 11584（5番人気）� 9715（7番人気）
枠連票数 計 70333 的中 （6－7） 4236（6番人気）
馬連票数 計 175978 的中 �� 6165（8番人気）
馬単票数 計 123947 的中 �� 2092（15番人気）
ワイド票数 計 100412 的中 �� 2678（9番人気）�� 2664（10番人気）�� 933（32番人気）
3連複票数 計 297829 的中 ��� 2362（30番人気）
3連単票数 計 431154 的中 ��� 645（160番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．0－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2009．12．12 阪神2着

2007．2．19生 牡7芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー 障害：3戦2勝 賞金 22，000，000円
〔競走中止〕 ヤマニンメダイユ号は，3号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ミヤビファルネーゼ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マサノブルース号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コブラボール号・リリースバージョン号

14026 5月10日 曇 良 （26新潟1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

611 ダテノハクトラ 牡3芦 56 吉田 隼人河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 474－ 61：55．7 7．4�
610 マ ウ ナ ロ ア 牡3鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496－ 4 〃 クビ 4．7�
34 コスモパトラ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 440－ 61：56．23 82．2�
35 シゲルエチゴ 牡3芦 56 津村 明秀 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 444－ 21：56．51� 53．7�
59 セントコロナ 牡3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 6 〃 クビ 3．8	
713 ペプチドキングモア 牡3栗 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 B484± 01：56．6クビ 15．7

815 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 56 丸田 恭介ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 440－ 81：56．81� 30．9�
11 � サトノジェイド 牝3鹿 54 丸山 元気里見 治氏 堀 宣行 仏 Stall Par-

thenaue 458－121：56．9クビ 15．2�
47 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：57．21� 4．7
46 ピースメーカー 牡3鹿 56 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：58．47 121．8�
58 マジェスティシップ 牡3黒鹿56 村田 一誠 �キャロットファーム 森田 直行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 81：59．14 272．8�
22 ファインコート 牝3青鹿 54

51 ▲小崎 綾也飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 452＋101：59．63 136．1�
712 トウショウデーモン 牡3栗 56 古川 吉洋トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464 ―2：00．34 93．2�
23 サカジロビック 牡3栗 56 柴山 雄一ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 飯岡牧場 508－ 8 （競走中止） 16．1�
814 コスモカウピリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 488± 0 （競走中止） 6．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，151，300円 複勝： 28，130，800円 枠連： 7，034，600円
馬連： 22，535，700円 馬単： 15，510，200円 ワイド： 12，918，300円
3連複： 31，525，500円 3連単： 48，465，900円 計： 179，272，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 230円 � 1，660円 枠 連（6－6） 1，430円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 580円 �� 5，710円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 30，620円 3 連 単 ��� 127，750円

票 数

単勝票数 計 131513 的中 � 14059（5番人気）
複勝票数 計 281308 的中 � 32822（5番人気）� 37328（3番人気）� 3524（11番人気）
枠連票数 計 70346 的中 （6－6） 3656（6番人気）
馬連票数 計 225357 的中 �� 11177（6番人気）
馬単票数 計 155102 的中 �� 3749（13番人気）
ワイド票数 計 129183 的中 �� 6010（4番人気）�� 533（52番人気）�� 685（44番人気）
3連複票数 計 315255 的中 ��� 760（92番人気）
3連単票数 計 484659 的中 ��� 280（412番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．3―13．6―12．7―12．5―13．0―12．4―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．3―50．9―1：03．6―1：16．1―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダテノハクトラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都6着

2011．4．19生 牡3芦 母 ゴールデンページ 母母 ゴールデンリッカ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走中止〕 コスモカウピリ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に激突し，転倒したため競走中止。

サカジロビック号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 シゲルエチゴ号の騎手津村明秀は，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30，000円。（被害馬：9番）

コスモカウピリ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 コスモカウピリ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アマクダリ号・カネトシエンパシー号

第１回 新潟競馬 第３日



14027 5月10日 曇 良 （26新潟1）第3日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

610 ラヴァーサクラ 牝3鹿 54 柴山 雄一伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 490－ 61：13．3 3．6�
22 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 440－ 41：13．4� 6．6�
46 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 424＋ 61：13．5� 15．1�
58 サンタレジーナ 牝3栗 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 470－ 21：13．6クビ 4．8�
35 ケイティーズスター 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 444－ 81：13．81� 13．9�
34 リストワール 牝3黒鹿54 松田 大作 	ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 8 〃 アタマ 4．9

59 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 高田 潤石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 404－ 41：13．9� 25．9�
11 サマードール 牝3栗 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース	 根本 康広 新ひだか 荒木 貴宏 458＋ 31：14．32� 74．4�
23 ベルモントケーティ 牝3黒鹿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 462－ 41：14．4� 6．8
713 オーバートゥループ 牝3鹿 54 川島 信二北駿競走馬組合 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 456＋ 8 〃 ハナ 74．7�
47 ミスティックアート 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B484－101：14．72 46．7�
611 シュンメガミ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 454＋ 21：15．12� 202．6�
815 サマールーチェ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹セゾンレースホース	 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 462 ―1：15．31� 77．1�
712 フルラージュ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 478 ―1：15．72� 60．4�
814 メイショウベニバラ 牝3青鹿54 花田 大昂松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 494 ―1：16．12� 167．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，978，500円 複勝： 23，088，200円 枠連： 6，990，100円
馬連： 20，893，700円 馬単： 16，150，400円 ワイド： 13，529，400円
3連複： 31，372，600円 3連単： 49，441，700円 計： 173，444，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 220円 � 470円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，240円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 27，920円

票 数

単勝票数 計 119785 的中 � 26845（1番人気）
複勝票数 計 230882 的中 � 42611（2番人気）� 29396（5番人気）� 10287（7番人気）
枠連票数 計 69901 的中 （2－6） 9215（2番人気）
馬連票数 計 208937 的中 �� 12401（4番人気）
馬単票数 計 161504 的中 �� 4647（6番人気）
ワイド票数 計 135294 的中 �� 6520（7番人気）�� 2624（14番人気）�� 1849（22番人気）
3連複票数 計 313726 的中 ��� 3645（21番人気）
3連単票数 計 494417 的中 ��� 1307（86番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―13．0―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーサクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．17 新潟2着

2011．5．11生 牝3鹿 母 ラヴァーズナット 母母 イージーラヴァー 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルファルミエール号・スリーパイン号・タマモウエルカム号

14028 5月10日 曇 良 （26新潟1）第3日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：06．0良

813 プレミアムパス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488－ 43：11．2 4．3�
22 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 492－ 23：11．41 5．5�
711 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526－ 63：11．5� 3．3�
45 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474＋ 23：11．71� 13．5�
11 ロードシュプリーム 牡4鹿 59 石神 深一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 508－ 83：11．8� 26．6�
710 ディープスノー 牝6鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 472－ 23：12．01� 6．2	
33 クレバーベスト �6鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 472－103：12．74 8．1

69 シンコープリンス 牡7青鹿60 高田 潤豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 460－ 63：14．08 14．2�
812 キュウシュウソダチ 牡4鹿 59 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 448－ 23：14．21� 72．0�
57 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 472－ 23：14．73 47．2
44 トウカイクオーレ �5鹿 60 山本 康志内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 436－ 83：15．87 48．0�
56 � メ イ ラ イ ト 牝4鹿 57 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 浦河 王蔵牧場 458± 03：16．75 85．7�
68 � クリノタイコウ 牡5鹿 60 高野 和馬栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 444－ 6 （競走中止） 96．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 8，838，900円 複勝： 13，296，300円 枠連： 6，302，400円
馬連： 17，004，900円 馬単： 12，893，500円 ワイド： 8，759，600円
3連複： 27，505，000円 3連単： 45，067，000円 計： 139，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（2－8） 1，150円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 460円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 88389 的中 � 16251（2番人気）
複勝票数 計 132963 的中 � 20497（3番人気）� 22316（2番人気）� 29751（1番人気）
枠連票数 計 63024 的中 （2－8） 4064（5番人気）
馬連票数 計 170049 的中 �� 9017（5番人気）
馬単票数 計 128935 的中 �� 3674（8番人気）
ワイド票数 計 87596 的中 �� 4460（4番人気）�� 7339（1番人気）�� 6810（2番人気）
3連複票数 計 275050 的中 ��� 15192（1番人気）
3連単票数 計 450670 的中 ��� 4551（6番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミアムパス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2010．7．17 新潟12着

2008．3．8生 牡6鹿 母 テイルオブロマンス 母母 Pampered R. N. 障害：9戦1勝 賞金 17，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔競走中止〕 クリノタイコウ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。



14029 5月10日 曇 良 （26新潟1）第3日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12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
2：00．2
1：56．1

良
良

510 アドマイヤアロマ 牝3栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 438－ 22：03．2 2．9�
612 ディープラヴ 牝3鹿 54 吉田 隼人窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472－182：03．62� 4．0�
714 サンドラバローズ 牝3鹿 54 丸山 元気猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 398－ 6 〃 ハナ 3．8�
815 コスモスミレ 牝3栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 420＋ 22：03．81� 114．6�
36 グラサンギャル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 440－10 〃 クビ 43．4�
611 マイネソルプレーザ 牝3栗 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：03．9クビ 19．7

816 スヴァラッシー 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 444＋ 4 〃 クビ 10．5�
48 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 54 木幡 初広西山牧場 武藤 善則 新冠 守矢牧場 412－ 22：04．11� 16．2�
12 プリンセスゼット 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 440－ 42：04．52� 27．5
24 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 松田 大作吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 454－162：04．6� 116．8�
23 イエローフライト 牝3栗 54 黛 弘人広尾レース	 尾関 知人 大樹 大樹ファーム 466 ―2：04．7� 43．7�
35 ウインバレリーナ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二	ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410± 02：05．02 42．0�
11 マーメイドドレス 牝3栗 54 丸田 恭介 �スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 422－ 42：06．06 35．6�
713 フルマークス 牝3栗 54 柴山 雄一	Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 478＋ 2 〃 アタマ 156．3�
47 キョウワマジック 牝3栗 54 荻野 琢真�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 474 ― 〃 アタマ 65．7�
59 オールオブミー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也松尾 正氏 藤原 辰雄 浦河 三好牧場 B438－ 22：06．95 62．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，990，300円 複勝： 21，844，600円 枠連： 6，669，800円
馬連： 23，004，700円 馬単： 16，901，400円 ワイド： 12，932，200円
3連複： 33，384，100円 3連単： 56，369，000円 計： 184，096，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 310円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 129903 的中 � 36040（1番人気）
複勝票数 計 218446 的中 � 50684（2番人気）� 34995（3番人気）� 52062（1番人気）
枠連票数 計 66698 的中 （5－6） 8500（2番人気）
馬連票数 計 230047 的中 �� 28407（2番人気）
馬単票数 計 169014 的中 �� 8810（3番人気）
ワイド票数 計 129322 的中 �� 10499（2番人気）�� 16273（1番人気）�� 9703（3番人気）
3連複票数 計 333841 的中 ��� 34349（1番人気）
3連単票数 計 563690 的中 ��� 10991（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．1―13．1―13．3―12．3―12．3―12．2―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．8―48．9―1：02．2―1：14．5―1：26．8―1：39．0―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤアロマ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．12．8 阪神5着

2011．3．23生 牝3栗 母 ピンクプルメリア 母母 ティグレスダムール 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔騎手変更〕 コスモスミレ号の騎手丹内祐次は，第2競走での落馬による検査のため高倉稜に変更。
〔制裁〕 オールオブミー号の調教師藤原辰雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

14030 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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

12 ウインステージ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 376± 02：28．8 35．0�
816 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 462－ 22：28．9� 4．5�
35 マイケルチョウサン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B474－ 42：29．21� 28．8�
510 シークレットパス 牡3芦 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 4 〃 ハナ 3．6�
36 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 伊藤 工真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 460－102：29．41� 9．8�
11 ギャングセブン 牡3栗 56 津村 明秀 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 464－ 22：30．03� 6．3

48 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 442－ 22：30．21� 13．5�
23 シ ン ゲ ツ 牡3鹿 56 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 的場牧場 424－ 2 〃 アタマ 135．3�
713 ショウナンアバロン �3鹿 56 高倉 稜国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B434－ 22：30．41� 117．5
47 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472＋ 22：30．5� 15．3�
714 バーティカルテイル 牡3栗 56 丸山 元気広尾レース� 金成 貴史 大樹 大樹ファーム 456－ 42：31．24 155．0�
612 キタノナガレボシ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 480－ 42：31．3� 272．2�
24 ル シ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼髙瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 440± 02：31．93� 112．9�
59 メフィストワルツ 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬 	キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B456－102：32．64 55．2�
815 アイケーゴーウィン 牝3青鹿 54

51 ▲小崎 綾也池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430＋ 82：34．09 176．0�
611 ベストラック 牡3栗 56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 482 ―2：36．3大差 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，643，000円 複勝： 21，144，800円 枠連： 6，840，100円
馬連： 20，872，500円 馬単： 14，888，200円 ワイド： 11，551，500円
3連複： 29，717，900円 3連単： 45，752，500円 計： 164，410，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，500円 複 勝 � 690円 � 180円 � 790円 枠 連（1－8） 890円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 14，180円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 11，250円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 57，870円 3 連 単 ��� 527，590円

票 数

単勝票数 計 136430 的中 � 3076（9番人気）
複勝票数 計 211448 的中 � 6882（8番人気）� 40960（2番人気）� 5988（9番人気）
枠連票数 計 68401 的中 （1－8） 5721（3番人気）
馬連票数 計 208725 的中 �� 2948（19番人気）
馬単票数 計 148882 的中 �� 775（49番人気）
ワイド票数 計 115515 的中 �� 1415（25番人気）�� 248（65番人気）�� 1238（28番人気）
3連複票数 計 297179 的中 ��� 379（121番人気）
3連単票数 計 457525 的中 ��� 64（930番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―35．6―48．0―1：01．3―1：14．0―1：26．8―1：39．2―1：51．5―2：03．7―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．3
1
3
8，10（1，11）9（2，13）（5，15）－（4，6）－（3，14）－7－12－16
8，10，6（1，11，5）2，13－（3，16）－9，4（7，14）－12，15

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

勝馬の
紹 介

ウインステージ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．11．16 東京8着

2011．2．12生 牝3栗 母 マイネレプリーク 母母 イブキニュースター 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイケーゴーウィン号・ベストラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月

10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 カネコメシルキー号・テイエムゲッタドン号



14031 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

611 ゴーイングストーン 牡5栗 57
54 ▲岩崎 翼林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 472＋ 81：54．5 3．7�

815 ステージジャンプ 牡4鹿 57
54 ▲小崎 綾也小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－ 4 〃 ハナ 3．3�

23 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 西村 太一 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 510＋ 41：54．6� 9．1�
46 ミッキーバルーン 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 486＋ 61：55．77 22．6�
58 � シングンカイロス 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 470－ 61：56．55 7．9�
713 グランプレージョ 牡5鹿 57 嶋田 純次 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 8．1	
712 ル ー 牡4鹿 57 杉原 誠人武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 454＋ 41：56．6クビ 30．1

814 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 496± 01：57．13 32．8�
34 � エイコオレジェンド 牡7黒鹿57 菅原 隆一井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B502＋201：57．2� 198．8
59 オウエイバスター 牡6黒鹿 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 464＋ 4 〃 クビ 37．4�

35 ク ラ ベ ス 牝6黒鹿55 平野 優下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 486＋161：57．52 79．6�
11 マルシゲサムライ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 450± 01：57．6クビ 78．1�
22 トウケイポイント 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 502± 01：59．09 17．2�
47 エアセノーテ 牡4栗 57 伊藤 工真 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 516＋121：59．42� 13．4�
610 クリスマスマーベル 牡5青鹿 57

56 ☆中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 480－ 82：04．6大差 35．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，836，200円 複勝： 19，218，600円 枠連： 7，556，500円
馬連： 20，317，800円 馬単： 13，813，500円 ワイド： 12，497，900円
3連複： 30，147，300円 3連単： 48，574，800円 計： 164，962，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 140円 � 210円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 760円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 128362 的中 � 27809（2番人気）
複勝票数 計 192186 的中 � 26688（2番人気）� 46556（1番人気）� 21357（4番人気）
枠連票数 計 75565 的中 （6－8） 9829（1番人気）
馬連票数 計 203178 的中 �� 18385（1番人気）
馬単票数 計 138135 的中 �� 5899（3番人気）
ワイド票数 計 124979 的中 �� 9691（1番人気）�� 3803（7番人気）�� 6880（3番人気）
3連複票数 計 301473 的中 ��� 11264（2番人気）
3連単票数 計 485748 的中 ��� 3335（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―12．8―12．3―12．5―13．4―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．2―1：02．5―1：15．0―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
7（11，13，15）8，1（2，6）14，4（10，12）－9（3，5）
15，13（7，11）（1，8，6）2，4－（3，12）－（5，14）（10，9）

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングストーン �
�
父 クーリンガー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2011．7．10 京都2着

2009．4．10生 牡5栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース 27戦3勝 賞金 27，930，000円
〔制裁〕 ゴーイングストーン号の騎手岩崎翼は，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。
〔その他〕 クリスマスマーベル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ゼンノコンゴウ号

14032 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：12．2 4．0�
713 ローゼズガーランド 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 488＋ 21：12．73 11．1�
611 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 中舘 英二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476－ 21：12．8� 5．1�
46 カルブンクルス 牝5青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 466－ 6 〃 ハナ 7．7�
59 クラヴィコード 牝7栗 55

52 ▲小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 462＋ 81：13．01� 18．5�
23 ナムラケイオス 牝5鹿 55 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 516－ 8 〃 アタマ 4．8	
35 ディレットリーチェ 牝4栗 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502－ 6 〃 アタマ 27．4

712� ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55 吉田 隼人髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 B476± 01：13．2� 16．2�
58 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 524－ 6 〃 ハナ 56．4�
47 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 470－ 81：13．3� 13．3
34 � ソ ラ 牝4栗 55 松田 大作林 正道氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 470－ 91：13．51� 31．4�
11 フランスギャル 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 初也菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B466－ 61：13．92� 21．6�
22 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 川島 信二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444－ 21：14．11� 22．4�
815 ヒヅグータス 牝5鹿 55 田中 博康�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 464－ 21：14．31� 126．3�
814 カカアデンカ 牝4栗 55 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B456－ 81：14．83 162．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，933，400円 複勝： 26，261，700円 枠連： 9，696，400円
馬連： 24，544，500円 馬単： 16，096，900円 ワイド： 13，980，800円
3連複： 35，735，200円 3連単： 55，025，100円 計： 194，274，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 300円 � 160円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 820円 �� 440円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 18，710円

票 数

単勝票数 計 129334 的中 � 26116（1番人気）
複勝票数 計 262617 的中 � 42068（2番人気）� 18932（5番人気）� 52977（1番人気）
枠連票数 計 96964 的中 （6－7） 10671（3番人気）
馬連票数 計 245445 的中 �� 8085（7番人気）
馬単票数 計 160969 的中 �� 3453（9番人気）
ワイド票数 計 139808 的中 �� 4086（8番人気）�� 8526（1番人気）�� 3323（9番人気）
3連複票数 計 357352 的中 ��� 7747（6番人気）
3連単票数 計 550251 的中 ��� 2171（30番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．8―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．4―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ラ イ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Charismatic デビュー 2012．7．15 中京2着

2010．3．7生 牝4栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 19戦2勝 賞金 31，083，000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 セイントデジタル号



14033 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 キクノエクレール 牡5青 57 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 484± 01：55．0 12．2�
611 メジャープレゼンス 牡4栗 57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 526－ 61：55．32 6．7�
11 ナリタムーンライト 牡6栗 57 田中 博康�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 524＋ 8 〃 クビ 16．7�
59 アサクサニッポン �5青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 5 〃 ハナ 36．3�
58 ナムラショウリ 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 452－ 61：55．4クビ 5．5	
22 コウエイアース 牡4鹿 57 柴山 雄一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 462± 0 〃 アタマ 3．9

47 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466± 01：55．5� 34．2�
814� ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 熊沢 重文山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460± 01：55．6クビ 87．3�
35 サワヤカユウタ 牡6栗 57 黛 弘人中野 義一氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 468± 01：55．91	 114．5
815 パーフェクトスコア 牡4青鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：56．21	 3．6�
712 テ ル バ イ ク 牡6栗 57

54 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社
ケイズ 470－101：56．41 194．6�

713 シュガーパイン 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 2 〃 同着 10．4�
46 ステップアヘッド 牡5鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 504－241：57．03� 72．1�
23 � スペシャルリッチ 牡4青鹿57 丸山 元気宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 516－ 8 〃 クビ 26．9�
34 � コパノツイテル 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 41：58．59 45．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，796，500円 複勝： 29，088，300円 枠連： 8，894，900円
馬連： 30，422，400円 馬単： 20，144，100円 ワイド： 15，310，800円
3連複： 43，382，600円 3連単： 72，093，400円 計： 237，133，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 360円 � 290円 � 390円 枠 連（6－6） 3，650円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，480円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 17，460円 3 連 単 ��� 103，120円

票 数

単勝票数 計 177965 的中 � 11512（6番人気）
複勝票数 計 290883 的中 � 20903（6番人気）� 28790（4番人気）� 18924（7番人気）
枠連票数 計 88949 的中 （6－6） 1803（15番人気）
馬連票数 計 304224 的中 �� 4714（20番人気）
馬単票数 計 201441 的中 �� 1685（39番人気）
ワイド票数 計 153108 的中 �� 2439（19番人気）�� 1504（27番人気）�� 2592（17番人気）
3連複票数 計 433826 的中 ��� 1834（54番人気）
3連単票数 計 720934 的中 ��� 516（317番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―14．0―13．1―11．7―12．7―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．2―51．2―1：04．3―1：16．0―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F39．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キクノエクレール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．4．29 京都15着

2009．4．6生 牡5青 母 ブリリアントノバ 母母 ブリリアントミスト 11戦2勝 賞金 17，750，000円
〔制裁〕 テルバイク号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒラボクファイター号

14034 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第10競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走14時50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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

77 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 藤岡 康太有限会社シルク奥村 武 新冠 対馬 正 554－ 41：48．2 12．1�
88 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 2．1�
44 ロジメジャー 牡5黒鹿57 丸田 恭介久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490－ 81：48．3� 4．5�
33 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 460± 01：48．4クビ 10．0�
11 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 吉田 隼人坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 470＋10 〃 ハナ 5．1�
89 ダイシンハンター 牡5鹿 57 津村 明秀大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－101：48．61� 12．4	
22 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 518－ 21：48．7� 34．8

55 テイエムブシドー �4鹿 57 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 438－ 41：48．91	 47．3�
66 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 高倉 稜西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 510＋ 4 〃 ハナ 21．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，758，000円 複勝： 32，188，400円 枠連： 8，037，100円
馬連： 36，186，800円 馬単： 28，429，900円 ワイド： 17，228，400円
3連複： 45，822，100円 3連単： 113，061，400円 計： 300，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 220円 � 110円 � 150円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 420円 �� 610円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 197580 的中 � 12962（5番人気）
複勝票数 計 321884 的中 � 26733（5番人気）� 106520（1番人気）� 55514（2番人気）
枠連票数 計 80371 的中 （7－8） 6042（4番人気）
馬連票数 計 361868 的中 �� 20570（5番人気）
馬単票数 計 284299 的中 �� 5480（16番人気）
ワイド票数 計 172284 的中 �� 9543（6番人気）�� 6005（9番人気）�� 26081（1番人気）
3連複票数 計 458221 的中 ��� 19008（7番人気）
3連単票数 計1130614 的中 ��� 4775（58番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．0―12．4―12．0―12．3―11．9―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．0―49．4―1：01．4―1：13．7―1：25．6―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクブルックリン 
�
父 スタチューオブリバティ 

�
母父 Benny the Dip デビュー 2011．7．30 新潟7着

2009．2．20生 牡5黒鹿 母 シルクロマンス 母母 ラ ロ マ ン ス 27戦3勝 賞金 37，846，000円
〔騎手変更〕 マイネルイルミナル号の騎手丹内祐次は，第2競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。



14035 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第11競走 ��1，000�
ま い し ん

邁 進 特 別
発走15時25分 （芝・直線）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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

713� エイシンテキサス 牡4青 57 高倉 稜平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC 482＋ 6 56．3 3．6�

11 サトノプレシャス 牡4栗 57 勝浦 正樹里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 488± 0 56．4� 9．0�
714 グ レ カ ー レ 牝4鹿 55 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 442＋ 4 56．61� 7．5�
47 	 エンプレスラブ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B522＋ 8 〃 アタマ 23．2�
816 バルスピュール 牝5黒鹿55 宮崎 北斗ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 462－ 8 〃 アタマ 10．2�
815 ヤサカシャイニー 牝6栗 55 津村 明秀志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 462＋ 2 〃 アタマ 16．4	
612	 ケンブリッジヒーロ 牡6栗 57 中井 裕二中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 472± 0 56．8� 13．4

24 ヨシカワクン 牝4鹿 55 的場 勇人井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B446－ 8 56．9
 14．6�
48 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 西村 太一辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 57．11
 20．8�
59 	 チャンピオンヤマト 牡5鹿 57 村田 一誠坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 466－ 4 57．41� 23．6
510� マスターエクレール 牝5黒鹿55 木幡 初也�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B508－18 57．61� 62．3�
12 リアリティー 牝4鹿 55 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 478＋ 4 〃 クビ 115．6�
35 コンサートレディ 牝5鹿 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 478＋ 8 57．91� 12．0�
36 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 中舘 英二栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 408＋12 58．0
 7．3�
23 	 スウェプトアロー 牡5芦 57 木幡 初広矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B478＋ 2 58．32 25．1�
611� ブルーモントレー 牝4栗 55 荻野 琢真�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 482＋16 58．93
 49．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，394，400円 複勝： 42，803，200円 枠連： 36，225，900円
馬連： 108，743，900円 馬単： 57，894，000円 ワイド： 41，760，500円
3連複： 162，183，300円 3連単： 249，972，400円 計： 726，977，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 270円 � 250円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 850円 �� 650円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 28，830円

票 数

単勝票数 計 273944 的中 � 60213（1番人気）
複勝票数 計 428032 的中 � 89346（1番人気）� 36689（4番人気）� 41415（2番人気）
枠連票数 計 362259 的中 （1－7） 16742（8番人気）
馬連票数 計1087439 的中 �� 36320（4番人気）
馬単票数 計 578940 的中 �� 12363（4番人気）
ワイド票数 計 417605 的中 �� 12180（4番人気）�� 16591（1番人気）�� 6093（18番人気）
3連複票数 計1621833 的中 ��� 18837（9番人気）
3連単票数 計2499724 的中 ��� 6401（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―10．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．5―44．1

上り4F44．3－3F33．8
勝馬の
紹 介

�エイシンテキサス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2013．2．9 京都1着

2010．2．28生 牡4青 母 Stylish Wildcat 母母 Style and Class 10戦3勝 賞金 33，284，000円
〔制裁〕 エンプレスラブ号の騎手吉田隼人は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 ディアイレイザー号・ビットスターダム号・フォースフル号・ブルーピアス号・メイショウヒデタダ号・

レヴァンタール号

14036 5月10日 晴 良 （26新潟1）第3日 第12競走 ��1，600�
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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
1：31．5
1：30．7

良
良

34 アルマディヴァン 牝4栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482＋ 41：35．9 3．5�
58 ユキノユウダン 牡4栗 57 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424± 0 〃 アタマ 10．4�
35 ニシノモンクス 牝4鹿 55 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 440＋ 2 〃 クビ 12．3�
815 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 21：36．0クビ 30．1�
59 ロジプリンセス 牝4青 55 丸田 恭介久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 7．0�
23 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55 津村 明秀�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 444＋ 2 〃 アタマ 201．3	
11 ハギノブシドウ 牡4栗 57 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 500－ 21：36．1クビ 15．3

611 ジェネスサンキュー 牡6芦 57 中井 裕二山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 448－ 2 〃 クビ 135．5�
46 インストアイベント 牡4栗 57 松田 大作 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484＋ 21：36．2� 12．8
712� アンシャックルド �4栗 57 古川 吉洋�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B508＋ 61：36．3� 12．9�
814 サクラヴィクトリー 牡5栗 57 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 470－ 61：36．4クビ 3．6�
22 マイネルコランダム 牡5青鹿57 黛 弘人 �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 472± 0 〃 クビ 10．9�
47 クラーロデルナ 牡5鹿 57 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 492＋ 21：36．61	 80．8�
610 リ シ ェ ス 牝4芦 55 高倉 稜原 
子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：36．7� 227．8�
713 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 444－141：37．87 188．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，206，700円 複勝： 43，426，500円 枠連： 16，595，700円
馬連： 58，990，700円 馬単： 34，934，100円 ワイド： 27，459，000円
3連複： 81，255，900円 3連単： 142，469，500円 計： 430，338，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 320円 � 340円 枠 連（3－5） 610円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 670円 �� 710円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 29，220円

票 数

単勝票数 計 252067 的中 � 56814（1番人気）
複勝票数 計 434265 的中 � 99833（1番人気）� 31002（6番人気）� 28276（7番人気）
枠連票数 計 165957 的中 （3－5） 20117（2番人気）
馬連票数 計 589907 的中 �� 26134（5番人気）
馬単票数 計 349341 的中 �� 8821（7番人気）
ワイド票数 計 274590 的中 �� 10509（5番人気）�� 9812（6番人気）�� 2618（33番人気）
3連複票数 計 812559 的中 ��� 8546（25番人気）
3連単票数 計1424695 的中 ��� 3599（79番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．6―12．2―11．5―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．0―49．6―1：01．8―1：13．3―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマディヴァン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．15 中山3着

2010．4．12生 牝4栗 母 ゲームコンパイラ 母母 ストロークト 14戦2勝 賞金 29，245，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 マイネルコランダム号の騎手丹内祐次は，第2競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。



（26新潟1）第3日 5月10日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

170，560，000円
5，660，000円
1，460，000円
15，340，000円
62，931，000円
6，095，400円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
185，807，300円
316，960，500円
127，876，800円
401，115，400円
260，050，900円
197，969，600円
581，814，400円
969，408，100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 3，041，003，000円

総入場人員 8，641名 （有料入場人員 7，277名）
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