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14061 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 メイショウワッフル 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470＋ 41：55．6 1．6�
710 メイショウクローバ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B488＋101：56．02� 62．9�
811 カネトシタシナミ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 440± 01：56．32 9．7�

55 ラフェットデメール 牝3黒鹿54 菱田 裕二大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B450＋ 41：56．4クビ 5．4�
79 パイストロピカル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 428－ 41：56．71� 30．9�
56 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 B448＋ 21：57．44 73．1	
68 タガノホーネット 牝3鹿 54 黛 弘人八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 61：57．82� 38．1

22 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 松田 大作�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 478 ―1：58．01� 76．9�
67 シェーンブリッツ 牝3芦 54

51 ▲小崎 綾也橋場 勇二氏 宮 徹 新冠 新冠橋本牧場 488－ 21：58．63� 92．6�
11 グレースグランド 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 0 〃 クビ 14．7
33 キレイナオヒメサマ 牝3栗 54 川島 信二國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 456± 02：00．5大差 7．4�
812 ドリスバローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 432＋ 82：04．1大差 103．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 11，295，600円 複勝： 26，343，500円 枠連： 5，226，400円
馬連： 21，708，800円 馬単： 17，296，900円 ワイド： 12，582，500円
3連複： 32，315，500円 3連単： 66，445，200円 計： 193，214，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 650円 � 210円 枠 連（4－7） 1，220円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 810円 �� 240円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 20，600円

票 数

単勝票数 計 112956 的中 � 58222（1番人気）
複勝票数 計 263435 的中 � 145839（1番人気）� 4759（8番人気）� 21147（4番人気）
枠連票数 計 52264 的中 （4－7） 3172（5番人気）
馬連票数 計 217088 的中 �� 6642（8番人気）
馬単票数 計 172969 的中 �� 3151（14番人気）
ワイド票数 計 125825 的中 �� 3530（10番人気）�� 16139（2番人気）�� 960（26番人気）
3連複票数 計 323155 的中 ��� 4387（18番人気）
3連単票数 計 664452 的中 ��� 2381（57番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．1―13．6―12．9―12．6―13．0―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―50．8―1：03．7―1：16．3―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウワッフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．8．18 小倉7着

2011．5．22生 牝3鹿 母 アサクサマンテン 母母 ダンスチャーター 10戦1勝 賞金 12，875，000円
〔制裁〕 ピアーノ号の調教師石毛善彦は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリスバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月18日まで平地競

走に出走できない。

14062 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15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

59 ア カ ネ イ ロ 牝3栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：35．5 2．2�
510 サトノエカテリーナ 牝3青鹿54 松田 大作里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 442＋ 21：35．92� 8．8�
713 ベルリネッタ 牡3鹿 56 菱田 裕二大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 448＋ 21：36．21� 4．1�
612 パープルヘイズ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：36．41� 26．3�
35 カシマフェニックス �3鹿 56 田中 博康鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 486＋ 4 〃 アタマ 13．4�
24 ランデックディオサ 牝3黒鹿54 横山 和生簗田 満氏 高市 圭二 日高 大江牧場 448－ 6 〃 ハナ 51．1	
816 パンチショット 牝3鹿 54 川島 信二 
ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 21：36．82� 157．4�
48 チェリージュビレ 牝3鹿 54 中舘 英二近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 438 ―1：37．01 89．0�
714 ショウナンガラシャ 牝3栗 54 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 450＋ 61：37．1� 73．0
36 ダンストゥゲザー 牝3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也飯田 正剛氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：37．31 67．5�
47 マイネルクリアー 牡3栗 56 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 482－ 2 〃 クビ 5．6�
11 ジェニファー 牝3鹿 54 高倉 稜橋場 勇二氏 森田 直行 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 2 〃 ハナ 230．3�
23 ベアファースト 牝3黒鹿54 丸山 元気熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448＋121：37．4� 20．8�
12 テ ム ル 牡3栗 56 西田雄一郎畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 沖田 博志 430± 01：37．5クビ 162．1�
815 キスオブザビーナス 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 416＋ 81：37．71� 39．3�

611 ジャスティファイ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也�和田牧場 和田正一郎 豊浦 飯原牧場 452＋ 41：39．29 201．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，561，900円 複勝： 19，852，600円 枠連： 6，283，800円
馬連： 19，978，900円 馬単： 15，916，400円 ワイド： 11，343，400円
3連複： 30，221，500円 3連単： 50，618，800円 計： 166，777，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 140円 枠 連（5－5） 880円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 240円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 125619 的中 � 45655（1番人気）
複勝票数 計 198526 的中 � 46890（1番人気）� 18550（4番人気）� 39769（2番人気）
枠連票数 計 62838 的中 （5－5） 5317（3番人気）
馬連票数 計 199789 的中 �� 18052（3番人気）
馬単票数 計 159164 的中 �� 9173（4番人気）
ワイド票数 計 113434 的中 �� 7838（3番人気）�� 13565（1番人気）�� 3840（8番人気）
3連複票数 計 302215 的中 ��� 19874（2番人気）
3連単票数 計 506188 的中 ��� 9447（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．3―12．4―11．7―11．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．4―47．7―1：00．1―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア カ ネ イ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京3着

2011．5．14生 牝3栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 6戦1勝 賞金 10，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 キスカラハジメヨウ号

第１回 新潟競馬 第６日



14063 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6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

46 エフティマルス �3鹿 56
53 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 494＋ 41：56．3 19．3�

814 ペイシャゴンジセ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 464＋181：56．4� 85．4�
23 シーサイドバウンド 牡3芦 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 クビ 3．2�
815 ア マ ク ダ リ 牡3栗 56 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 神垣 道弘 492－ 41：56．5クビ 114．4�
610 ジェイケイニュース 牡3栗 56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 450－ 6 〃 アタマ 10．1�
11 マイフリヴァ 牡3黒鹿56 松田 大作金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496 ―1：56．6� 12．8

611 ライトオブホープ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 494＋ 2 〃 アタマ 3．2�
58 リムショット 牡3栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 448＋101：57．13 13．4�
34 ジェネスグレイト 牡3鹿 56 勝浦 正樹山口 真吾氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 542＋121：57．2	 65．0
712 プ ラ ス ワ ン 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 454＋ 41：57．3クビ 149．2�
22 パルファイア 牡3栗 56 木幡 初広田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 B466＋ 81：57．72� 34．8�
713 ホ ッ ト ス ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 418－ 81：58．01	 394．7�
35 スリーケーザル 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也永井商事	 村山 明 浦河 信岡牧場 484± 01：58．53 84．9�
47 バイザスターン 牡3鹿 56 高倉 稜 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482＋ 41：58．71
 4．2�
59 ミルオーカン 牡3黒鹿56 柴田 未崎田畑 利彦氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 500－ 81：59．44 240．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，422，400円 複勝： 23，483，200円 枠連： 7，111，900円
馬連： 23，431，200円 馬単： 17，537，500円 ワイド： 12，764，400円
3連複： 35，882，400円 3連単： 59，005，200円 計： 193，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 720円 � 1，210円 � 170円 枠 連（4－8） 4，810円

馬 連 �� 63，350円 馬 単 �� 150，500円

ワ イ ド �� 11，520円 �� 1，480円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 80，500円 3 連 単 ��� 777，610円

票 数

単勝票数 計 144224 的中 � 5898（7番人気）
複勝票数 計 234832 的中 � 7328（7番人気）� 4125（9番人気）� 49029（2番人気）
枠連票数 計 71119 的中 （4－8） 1092（14番人気）
馬連票数 計 234312 的中 �� 273（61番人気）
馬単票数 計 175375 的中 �� 86（132番人気）
ワイド票数 計 127644 的中 �� 266（55番人気）�� 2175（16番人気）�� 1485（20番人気）
3連複票数 計 358824 的中 ��� 329（120番人気）
3連単票数 計 590052 的中 ��� 56（891番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．8―51．3―1：04．2―1：16．9―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフティマルス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．10．12 東京8着

2011．4．3生 �3鹿 母 エフティメガミ 母母 ツキノメガミ 7戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ジェネスグレイト号・リムショット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リムショット号は，発走調教再審査。

14064 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （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

11 オ ベ ロ ン �4鹿 59 江田 勇亮 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 482－103：09．4 3．2�
813 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B482－ 23：09．72 4．4�
46 � チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 512＋ 23：10．65 4．3�
57 � ショウナンワヒネ 牝5鹿 58 田村 太雅�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 482－ 63：10．7クビ 11．2�
712 キョウワアーサー 牡4栗 59 佐久間寛志�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 454± 03：11．44 33．2	
69 ドクタールキア 牝4鹿 57 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 456＋ 23：11．5クビ 92．3

711 トップゾーン 牡8鹿 60 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 482＋ 83：11．92� 14．4�
610� プレミアムカード �6鹿 60 上野 翔青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 23：12．21	 78．7�
58 カフェシリウス 牡4鹿 59 山本 康志西川 光一氏 奥村 武 新冠 須崎牧場 498＋183：14．5大差 70．9
22 ビットプレスト 牡6鹿 60 石神 深一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468± 03：15．24 24．5�
34 グラスリード �4青鹿59 浜野谷憲尚半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 442－ 23：16．47 73．8�
33 � シゲルカニザ 牡4栗 59 中村 将之森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 498＋ 23：18．7大差 79．7�
45 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 532＋ 4 （競走中止） 8．2�
814 アドバンスウェイ 牡8鹿 60 横山 義行西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B500＋ 2 （競走中止） 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，291，900円 複勝： 14，593，100円 枠連： 8，158，800円
馬連： 20，229，600円 馬単： 15，461，800円 ワイド： 9，750，800円
3連複： 32，299，700円 3連単： 51，995，700円 計： 163，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 112919 的中 � 28180（1番人気）
複勝票数 計 145931 的中 � 29575（2番人気）� 31088（1番人気）� 21413（3番人気）
枠連票数 計 81588 的中 （1－8） 12639（1番人気）
馬連票数 計 202296 的中 �� 23603（1番人気）
馬単票数 計 154618 的中 �� 8740（1番人気）
ワイド票数 計 97508 的中 �� 10369（1番人気）�� 7413（2番人気）�� 5158（4番人気）
3連複票数 計 322997 的中 ��� 22025（1番人気）
3連単票数 計 519957 的中 ��� 7838（2番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ベ ロ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 オペラハウス デビュー 2012．8．11 新潟5着

2010．1．12生 �4鹿 母 ナイトアットオペラ 母母 エルフィンフェザー 障害：3戦1勝 賞金 10，600，000円
〔騎手変更〕 オベロン号の騎手五十嵐雄祐は，負傷のため江田勇亮に変更。

プレミアムカード号の騎手草野太郎は，第5日第1競走での落馬負傷のため上野翔に変更。
〔競走中止〕 タマモダイナミック号は，発走合図直後にあおり出た際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

アドバンスウェイ号は，競走中に疾病〔左前屈腱断裂〕を発症したため1周目3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ドクタールキア号の騎手大江原圭は，後検量に遅れたことについて戒告。



14065 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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

46 ポイントパイパー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512± 01：12．6 2．4�

814 マルカシグナス �3芦 56 高倉 稜河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 456－ 81：13．23� 9．3�
815 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－ 21：13．3� 4．2�
35 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 丸山 元気武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494＋141：13．51� 11．1�
34 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 中舘 英二キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 B450＋ 41：13．71� 17．7�
712 タカベラジオ 牝3芦 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 見上牧場 B502－ 21：14．02 131．6	
610 タイセイバンデット 牡3栗 56 西村 太一田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 490 ―1：14．1クビ 27．6

713 グットノイズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也小田 吉男氏 黒岩 陽一 新冠 競優牧場 484－ 61：14．63 19．9�
611 クリノホテイソン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 藤沢牧場 458－ 6 〃 クビ 242．5�
59 ムーンパスラブ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太木稲 安則氏 星野 忍 新冠 木稲牧場 430± 01：14．7クビ 328．6
47 コウザンバニー 牝3栗 54 田中 博康山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム B454－ 2 〃 クビ 37．6�
23 ウィンディーウィン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行堀江 貞幸氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 416－ 41：15．12� 303．1�
11 ドラゴンスピード 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 504－141：15．31� 5．2�
22 バフチサライ 牡3芦 56 菱田 裕二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B500＋ 41：15．4クビ 109．0�
58 ティーキジュ 牡3栗 56 川島 信二深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 488± 01：16．25 78．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，844，400円 複勝： 24，555，800円 枠連： 9，077，000円
馬連： 26，888，800円 馬単： 19，560，500円 ワイド： 14，466，700円
3連複： 37，754，400円 3連単： 68，781，900円 計： 216，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 210円 � 140円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 158444 的中 � 53367（1番人気）
複勝票数 計 245558 的中 � 68176（1番人気）� 22846（4番人気）� 50814（2番人気）
枠連票数 計 90770 的中 （4－8） 19937（1番人気）
馬連票数 計 268888 的中 �� 19772（3番人気）
馬単票数 計 195605 的中 �� 9570（4番人気）
ワイド票数 計 144667 的中 �� 12511（2番人気）�� 19048（1番人気）�� 7848（4番人気）
3連複票数 計 377544 的中 ��� 28140（2番人気）
3連単票数 計 687819 的中 ��� 8998（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．4―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポイントパイパー �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2014．2．16 京都7着

2011．2．11生 牡3青鹿 母 ラッシュカッター 母母 Elizabeth Bay 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 タイセイバンデット号は，枠入り不良。
〔制裁〕 クリノホテイソン号の騎手城戸義政は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・14番）

ティーキジュ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 カプチーノ号
（非抽選馬） 2頭 クラスタディケイ号・ヤマニンピエジェ号

14066 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第6競走 ��2，200�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
2：11．0
2：10．0

良
良

711 ペンタトニック 牡3栗 56 菱田 裕二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B474－ 82：15．6 1．7�
34 プラウドウルフ 牡3栃栗56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：16．02� 66．6�
813 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 クビ 7．3�
69 ト ラ ヴ ィ ス 牡3鹿 56 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 496－ 22：16．21� 71．4�
22 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 462± 02：16．41� 13．5	
58 ヤマニンルポ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B470－102：16．82� 10．0

11 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 436－ 42：16．9クビ 35．8�
46 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 横山 和生宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 456± 02：17．11� 4．8�
33 タガノトッピー 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484± 02：17．2� 37．8

57 ショウナンマンボ 牡3鹿 56 杉原 誠人国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 450－ 4 〃 クビ 26．5�
712 ショウナンアラン 牡3鹿 56 勝浦 正樹�湘南 上原 博之 日高 オリオンファーム 452± 02：17．62� 217．8�
610 アロハフライデー 牡3栗 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 440＋122：17．81� 486．2�
814 プロテクション 牝3黒鹿54 松田 大作 �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 464－ 42：18．86 96．2�
45 リトルプレーヤー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412－ 62：19．43� 141．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，916，200円 複勝： 38，120，200円 枠連： 7，485，300円
馬連： 24，187，200円 馬単： 18，753，000円 ワイド： 12，611，900円
3連複： 33，939，300円 3連単： 68，933，400円 計： 219，946，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，000円 � 210円 枠 連（3－7） 1，810円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 250円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 47，460円

票 数

単勝票数 計 159162 的中 � 75202（1番人気）
複勝票数 計 381202 的中 � 235265（1番人気）� 3764（9番人気）� 26500（3番人気）
枠連票数 計 74853 的中 （3－7） 3057（8番人気）
馬連票数 計 241872 的中 �� 3347（14番人気）
馬単票数 計 187530 的中 �� 2162（19番人気）
ワイド票数 計 126119 的中 �� 1513（18番人気）�� 15739（2番人気）�� 567（37番人気）
3連複票数 計 339393 的中 ��� 2528（26番人気）
3連単票数 計 689334 的中 ��� 1072（121番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―13．1―12．4―12．5―12．2―12．3―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―35．4―48．5―1：00．9―1：13．4―1：25．6―1：37．9―1：50．3―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
8（6，13）3（1，5，14）（2，12）－11（10，4）7，9
8（6，13）－（3，14，4）1（2，12，11）5－（10，9）－7

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

勝馬の
紹 介

ペンタトニック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 京都4着

2011．3．31生 牡3栗 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー 7戦1勝 賞金 11，900，000円



14067 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6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）

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

23 フォースライト 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 482＋ 21：12．0 5．1�
713 マウントフジ 牝6鹿 55

52 ▲小崎 綾也 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム 438＋ 61：12．31� 7．2�

35 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 486－ 2 〃 クビ 11．9�

610 ロマネクイーン 牝4鹿 55 中舘 英二村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B462＋ 61：12．4� 11．8�
712 ドリームバラード 牝5黒鹿55 吉田 隼人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B460＋ 21：12．5� 53．3�
611 レ デ ィ ー 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 430＋ 4 〃 クビ 10．9	
59 フレックスハート 牝4鹿 55 丸田 恭介保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B454＋101：12．6� 10．2

22 キングベイビー 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 21：12．7クビ 4．5�

815 マリーズミイ 牝4鹿 55 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B434－101：12．91� 63．0�
34 セイユウスマイル 牝4鹿 55 松田 大作松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 474＋ 21：13．0� 4．1
47 	 ハイランドコンドル 牝4黒鹿55 荻野 琢真小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 448＋ 2 〃 アタマ 87．3�
58 セイントデジタル 牝4栗 55 川島 信二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－ 41：13．42� 74．1�
46 	 オーファメイ 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：13．61� 63．9�
814	 ハッピーチャート 牝4芦 55 柴田 未崎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 458－ 41：14．02� 37．1�
（14頭）

11 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55
52 ▲石川裕紀人石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 446＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，161，900円 複勝： 29，279，800円 枠連： 8，969，500円
馬連： 25，628，700円 馬単： 16，102，000円 ワイド： 13，783，100円
3連複： 36，983，900円 3連単： 61，666，500円 計： 207，575，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 220円 � 360円 枠 連（2－7） 940円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 870円 �� 940円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 37，550円

票 数

単勝票数 差引計 151619（返還計 1438） 的中 � 23698（3番人気）
複勝票数 差引計 292798（返還計 2424） 的中 � 45361（2番人気）� 36789（4番人気）� 18506（8番人気）
枠連票数 差引計 89695（返還計 3068） 的中 （2－7） 7085（4番人気）
馬連票数 差引計 256287（返還計 6032） 的中 �� 8436（11番人気）
馬単票数 差引計 161020（返還計 3855） 的中 �� 3151（11番人気）
ワイド票数 差引計 137831（返還計 4559） 的中 �� 3962（12番人気）�� 3656（13番人気）�� 2426（22番人気）
3連複票数 差引計 369839（返還計 15351） 的中 ��� 3943（28番人気）
3連単票数 差引計 616665（返還計 23678） 的中 ��� 1212（131番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォースライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．5．26 東京2着

2009．5．24生 牝5黒鹿 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 13戦2勝 賞金 22，330，000円
〔競走除外〕 ラドゥガ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔キ甲部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラドゥガ号は，平成26年5月19日から平成26年6月17日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レディーピンク号

14068 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

710� エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B544＋ 21：58．6 2．6�
56 フォントルロイ 牡5鹿 57

54 ▲小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 488－121：59．02� 9．6�
67 コーラルタワー 牡4黒鹿57 横山 和生田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 444－ 41：59．1� 7．5�
55 グレートヴァリュー 牡6黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 470＋ 81：59．52� 24．6�
812 ミッキータイガー 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476－121：59．81� 4．4�
68 ブライテストソード �5栗 57

54 ▲石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478－ 61：59．9� 56．5	

22 テーオーレジェンド 牡5栗 57
54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 B498± 02：00．11� 4．6


44 サワノファンタス �6青 57
56 ☆中井 裕二西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 464－122：00．42 42．0�

811� シンボリゾンネ 牡6栗 57 伊藤 工真シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 536± 02：01．03� 117．5�
79 � エーシンラピッド 牝4鹿 55 西村 太一グリーンスウォード武井 亮 浦河 栄進牧場 428± 02：01．53 189．9
11 ヴィンチトーレ 牡4栗 57 藤懸 貴志深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 480± 02：01．82 38．1�
33 テ ン ミ ラ イ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B480＋122：02．97 15．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，140，200円 複勝： 24，578，600円 枠連： 7，024，900円
馬連： 25，374，500円 馬単： 17，417，000円 ワイド： 12，974，900円
3連複： 33，184，300円 3連単： 68，277，400円 計： 202，971，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 180円 � 190円 枠 連（5－7） 1，310円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 680円 �� 440円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 141402 的中 � 44003（1番人気）
複勝票数 計 245786 的中 � 49515（1番人気）� 36097（4番人気）� 31413（5番人気）
枠連票数 計 70249 的中 （5－7） 3984（7番人気）
馬連票数 計 253745 的中 �� 11185（6番人気）
馬単票数 計 174170 的中 �� 4664（10番人気）
ワイド票数 計 129749 的中 �� 4592（10番人気）�� 7634（4番人気）�� 5697（6番人気）
3連複票数 計 331843 的中 ��� 8126（8番人気）
3連単票数 計 682774 的中 ��� 3571（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．3―46．8―58．8―1：10．3―1：22．2―1：34．1―1：45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスオンマイチェス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2010．1．29生 牡4黒鹿 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 5戦1勝 賞金 10，600，000円
初出走 JRA



14069 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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

44 ハーストイーグル 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506－ 41：53．9 10．6�
56 シルクラングレー 牡5栗 57 吉田 隼人有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B488－ 41：54．11� 2．2�
812 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 528＋ 41：54．31� 3．7�
813 オメガラヴィータ 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．4� 7．8�
711 カリスマアキラ 牡5栗 57 横山 和生 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 484± 01：54．61	 7．5�
68 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 松田 大作鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 460＋ 21：54．7� 28．7	
33 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 428＋ 61：55．02 97．0

710
 ホクレアポパイ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422－ 21：55．1� 34．3�
57 
 ブルーグランツ 牡4鹿 57 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 B498－ 21：55．2クビ 136．8�
22 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 504－ 21：55．51� 19．1
45 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 444＋ 81：55．81� 125．3�
11 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 514＋101：55．9� 143．9�
69 ミストフェリーズ 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人 �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 466－ 61：56．85 31．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，328，500円 複勝： 28，701，800円 枠連： 9，436，100円
馬連： 32，305，000円 馬単： 22，480，400円 ワイド： 16，137，500円
3連複： 44，207，600円 3連単： 88，901，300円 計： 260，498，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 200円 � 120円 � 140円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 500円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 183285 的中 � 13699（5番人気）
複勝票数 計 287018 的中 � 27867（4番人気）� 87510（1番人気）� 57665（2番人気）
枠連票数 計 94361 的中 （4－5） 11504（2番人気）
馬連票数 計 323050 的中 �� 33080（2番人気）
馬単票数 計 224804 的中 �� 7083（7番人気）
ワイド票数 計 161375 的中 �� 14433（2番人気）�� 6925（6番人気）�� 20860（1番人気）
3連複票数 計 442076 的中 ��� 32425（1番人気）
3連単票数 計 889013 的中 ��� 8386（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．7―49．9―1：02．7―1：15．1―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．8
1
3
4，7，11，9，13，2－（3，8）－12（5，10，6）－1
4，7（11，9）（2，13，6）12，8，3（5，10）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーストイーグル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dehere デビュー 2013．2．3 東京4着

2010．3．2生 牡4鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ 7戦2勝 賞金 13，900，000円

14070 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 ウエスタンユーノー 牝3芦 54 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 478＋10 56．2 20．2�
816 ファンファーレ 牝3栗 54 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B466－ 4 56．51� 10．0�
611 ア マ ア マ 牝3栗 54 松田 大作中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 432－ 8 〃 クビ 23．0�
713 スマートエビデンス 牡3鹿 56 高倉 稜大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 492－ 6 56．6クビ 4．1�
48 ロードメビウス 牡3鹿 56 杉原 誠人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 56．7� 15．9�
714� スーパースター 牝3栗 54 木幡 初広坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 436＋10 56．91	 29．0	
47 ナスケンリュウジン 牡3栗 56 伊藤 工真那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 456＋ 2 57．0
 19．9

11 カ メ ッ ト 牡3栗 56 中井 裕二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 448－ 4 〃 クビ 37．4�
12 デサフィナード 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 420± 0 57．1� 122．5
24 メイショウカイモン �3鹿 56 西田雄一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 460－12 57．31	 25．1�
35 クリノイザナミ 牝3青 54 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 416± 0 〃 クビ 16．6�
23 サフランスカイ 牡3鹿 56 中舘 英二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458＋ 2 57．4クビ 4．0�
36 アワーズヒロイン 牝3鹿 54 小崎 綾也ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 434＋ 2 〃 ハナ 49．7�
612 ミラクルアイドル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458± 0 57．5
 4．3�
59 ポケットエース 牝3鹿 54 丸田 恭介菊地 剛氏 小笠 倫弘 新冠 細川農場 450－ 2 57．92
 91．1�
815 タマモエスカルゴ 牝3青鹿54 丸山 元気タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 448－12 59．17 35．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，779，300円 複勝： 32，401，300円 枠連： 17，145，000円
馬連： 51，309，500円 馬単： 30，937，700円 ワイド： 23，920，300円
3連複： 77，054，000円 3連単： 124，012，400円 計： 378，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 680円 � 340円 � 630円 枠 連（5－8） 3，940円

馬 連 �� 10，000円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 5，550円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 52，510円 3 連 単 ��� 360，320円

票 数

単勝票数 計 217793 的中 � 8509（8番人気）
複勝票数 計 324013 的中 � 12083（9番人気）� 27147（4番人気）� 13050（7番人気）
枠連票数 計 171450 的中 （5－8） 3217（19番人気）
馬連票数 計 513095 的中 �� 3789（37番人気）
馬単票数 計 309377 的中 �� 1167（71番人気）
ワイド票数 計 239203 的中 �� 2559（29番人気）�� 1049（67番人気）�� 2470（30番人気）
3連複票数 計 770540 的中 ��� 1083（175番人気）
3連単票数 計1240124 的中 ��� 254（1062番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．3―33．3―44．3

上り4F44．4－3F33．9
勝馬の
紹 介

ウエスタンユーノー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．3．1 中山1着

2011．3．11生 牝3芦 母 ウエスタンルージュ 母母 トップウィッシュ 3戦2勝 賞金 15，078，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウインエフォート号・コウエイダイオウ号・サクセスフィリア号・テルミドール号・フリュクティドール号



14071 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第11競走 ��
��2，000�

あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．5．11以降26．5．11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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 シャドウウィザード �4黒鹿54 吉田 隼人飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 450－ 42：01．0 10．8�
813 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 55 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 42：01．1� 3．7�
711 カレンケカリーナ 牝4黒鹿52 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 506＋ 8 〃 クビ 6．5�
712	 モ シ モ シ 牝4黒鹿51 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406± 02：01．2
 21．0�
46 ナンヨーケンゴー �4鹿 55 丸田 恭介中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 478＋ 6 〃 ハナ 10．6�
45 ルミナスレッド 牝5鹿 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 8 〃 アタマ 24．3�
33 � アメリカンダイナー �5鹿 55 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

470－ 22：01．3� 6．4	
610 セトノフラッパー 牝4栗 53 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 33．9

814 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿54 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 56．0�
69 サイレントクロップ 牝5青鹿52 高倉 稜 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 524± 02：01．4
 18．1
58 トーセンギャラリー 牡5鹿 56 川島 信二島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 502＋16 〃 ハナ 5．1�
57 マウイノカオイ 牡4鹿 54 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 476＋ 22：01．5クビ 36．6�
22 ラスカルトップ 牡5鹿 55 中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444＋ 22：01．71� 21．5�
34 ドラゴンピース 牡5鹿 54 木幡 初広窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498＋ 22：02．12
 34．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，198，200円 複勝： 50，410，600円 枠連： 26，779，100円
馬連： 118，824，000円 馬単： 61，773，700円 ワイド： 42，989，900円
3連複： 159，838，300円 3連単： 266，305，800円 計： 759，119，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 270円 � 160円 � 250円 枠 連（1－8） 2，270円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，150円 �� 620円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 37，140円

票 数

単勝票数 計 321982 的中 � 23597（6番人気）
複勝票数 計 504106 的中 � 45017（5番人気）� 99112（1番人気）� 49852（4番人気）
枠連票数 計 267791 的中 （1－8） 8710（12番人気）
馬連票数 計1188240 的中 �� 37639（7番人気）
馬単票数 計 617737 的中 �� 8231（17番人気）
ワイド票数 計 429899 的中 �� 12504（7番人気）�� 8962（12番人気）�� 17702（3番人気）
3連複票数 計1598383 的中 ��� 21269（10番人気）
3連単票数 計2663058 的中 ��� 5293（84番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．5―12．8―12．6―12．4―11．3―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．1―48．6―1：01．4―1：14．0―1：26．4―1：37．7―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 9，10－5，14（7，11）（12，13）（2，6，3，4）（1，8） 4 9，10（5，14）11（7，12，13）3（2，6，4）8，1

勝馬の
紹 介

シャドウウィザード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京13着

2010．4．23生 �4黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie 10戦3勝 賞金 28，292，000円
〔騎手変更〕 サイレントクロップ号の騎手丸山元気は，第10競走での入線後の落馬負傷のため高倉稜に変更。

14072 5月18日 晴 良 （26新潟1）第6日 第12競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 特 別
発走16時00分 （芝・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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482＋ 41：22．4 4．2�
36 エクスクライム 牡5栗 57 中舘 英二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 448－ 41：22．5� 33．4�
510 ボブキャット 牡4鹿 57 木幡 初広村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500± 01：22．71	 49．7�
12 ミッキールドラ 牡4栗 57 横山 和生野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 B496－ 2 〃 クビ 20．0�
816 ランパスキャット 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 アタマ 5．2�
612 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 61：22．8� 6．3	
47 ホッコーゼニト 牡5鹿 57 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 472＋ 6 〃 アタマ 21．6

59 コトブキゴールド 牡4鹿 57 川島 信二尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 28．8�
24 タニノタキシード 牡4黒鹿57 菱田 裕二谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 478＋ 6 〃 ハナ 5．3�
713
 リネンヴィヴィッド 牡5鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 516＋ 41：23．01	 14．9
611 サダムコーテイ 牡4鹿 57 松田 大作大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋121：23．1� 5．7�
23 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 446＋ 81：23．31 36．7�
714 テイエムジョニクロ 牡6黒鹿57 黛 弘人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 460－ 81：23．51� 248．9�
815
 クリノモンテローザ 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 畠山牧場 444－ 41：23．6� 214．3�
48 ウォーターシュート 牡4鹿 57 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 422＋141：23．81� 189．0�
35 
 トミケンジェスト 牡4栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 高橋 文雅 新ひだか 矢野牧場 466－13 〃 アタマ 75．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，197，900円 複勝： 44，203，100円 枠連： 21，030，500円
馬連： 64，191，500円 馬単： 39，039，300円 ワイド： 29，126，900円
3連複： 89，756，900円 3連単： 161，168，800円 計： 476，714，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 410円 � 1，050円 枠 連（1－3） 4，200円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 2，430円 �� 5，900円

3 連 複 ��� 59，520円 3 連 単 ��� 317，190円

票 数

単勝票数 計 281979 的中 � 53786（1番人気）
複勝票数 計 442031 的中 � 79632（1番人気）� 26833（6番人気）� 9051（12番人気）
枠連票数 計 210305 的中 （1－3） 3704（19番人気）
馬連票数 計 641915 的中 �� 7668（23番人気）
馬単票数 計 390393 的中 �� 3383（29番人気）
ワイド票数 計 291269 的中 �� 4576（17番人気）�� 2951（31番人気）�� 1195（59番人気）
3連複票数 計 897569 的中 ��� 1113（161番人気）
3連単票数 計1611688 的中 ��� 375（843番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．1―46．9―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスユーハリケーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．10．13 東京8着

2010．3．31生 牡4鹿 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー 14戦2勝 賞金 26，712，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 エクスクライム号の騎手丸山元気は，第10競走での入線後の落馬負傷のため中舘英二に変更。

３レース目



（26新潟1）第6日 5月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

157，200，000円
2，080，000円
7，000，000円
1，700，000円
13，910，000円
61，312，500円
5，260，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
211，138，400円
356，523，600円
133，728，300円
454，057，700円
292，276，200円
212，452，300円
643，437，800円
1，136，112，400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 3，439，726，700円

総入場人員 12，800名 （有料入場人員 10，948名）
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