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14085 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 ファイブフォース 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470＋ 41：09．3 6．2�
510 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 430＋ 61：09．72� 4．9�
35 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54

52 △坂井 瑠星水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B432－ 81：10．01� 11．8�
611 シャインサンデー 牝3栗 54 吉田 隼人森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420＋ 2 〃 ハナ 35．3�
47 キ ク ノ レ レ 牝3黒鹿54 秋山真一郎菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 464＋ 2 〃 アタマ 45．5�
713 エターナルライフ 牝3黒鹿54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋161：10．2� 22．3	
24 ベ ル ベ ル 牝3栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 400＋ 4 〃 ハナ 25．2

12 グラスハーモニー 牝3鹿 54 勝浦 正樹半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 472－ 8 〃 クビ 4．7�
59 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 430＋16 〃 クビ 15．8
815 デンコウアリオン 牡3鹿 56

55 ☆義 英真田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 460＋ 61：10．3� 22．3�
23 � パ ル ト ゥ ー 牝3鹿 52 津村 明秀吉田 和美氏 田村 康仁 豪 Strawberry

Hill Stud 510± 01：10．51 4．0�
714 ニュークラウン 牝3芦 54

51 ▲川又 賢治原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B428＋ 21：10．6� 42．4�
11 プリンセスライン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 420 ―1：10．7� 169．7�
48 カ ホ ピ ー チ 牝3鹿 54 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 448 ―1：11．01� 51．1�
36 ショータイム 牝3鹿 54 横山 和生吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464 ―1：13．2大差 144．1�
816 クーペオブジェミニ 牡3栗 56 藤岡 康太要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 434± 0 （競走中止） 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，423，800円 複勝： 26，073，500円 枠連： 10，194，400円
馬連： 34，428，200円 馬単： 15，770，900円 ワイド： 24，950，400円
3連複： 54，611，900円 3連単： 60，104，700円 計： 241，557，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 260円 � 170円 � 300円 枠 連（5－6） 1，410円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，360円 �� 810円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 48，900円

票 数

単勝票数 計 154238 的中 � 19791（4番人気）
複勝票数 計 260735 的中 � 24018（4番人気）� 47365（2番人気）� 20031（5番人気）
枠連票数 計 101944 的中 （5－6） 5587（6番人気）
馬連票数 計 344282 的中 �� 10920（8番人気）
馬単票数 計 157709 的中 �� 2462（14番人気）
ワイド票数 計 249504 的中 �� 7347（7番人気）�� 4590（14番人気）�� 8066（6番人気）
3連複票数 計 546119 的中 ��� 5058（22番人気）
3連単票数 計 601047 的中 ��� 891（129番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイブフォース �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．4．13生 牝3鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 6戦1勝 賞金 7，350，000円
〔競走中止〕 クーペオブジェミニ号は，4コーナーで「ネオヴェルモット」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ネオヴェルモット号の騎手黛弘人は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年5月27日から平成29年6月4日まで

騎乗停止。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショータイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンカグヤ号・ダズリングテソーロ号・ベニノシリウス号

14086 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

若手騎手，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 グロワールシチー 牡3鹿 56
55 ☆義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 460＋ 21：12．3 1．6�

58 アグリツーリスモ 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470± 01：12．93� 8．1�

611 メイショウカリナン 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B480－ 61：13．0� 8．4�

814 メイショウヒボタン 牝3栗 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 440± 0 〃 ハナ 78．7�
22 ダンツプロシード 牡3栗 56 森 一馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：13．31� 17．6	
815 ハイレートクライム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 5．7

35 セブンレジェンド 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 520± 01：13．4� 90．3�
34 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54 中井 裕二�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 450＋ 21：13．5クビ 37．4�
59 レディーフランソワ 牝3鹿 54 杉原 誠人植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486－ 41：13．82 73．5
11 デルマヨサク 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 514＋201：14．01� 154．3�
47 ニットウバーブラ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 436－ 41：14．53 378．5�
23 スリーミネルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 434＋ 4 〃 ハナ 18．9�
713 プリンセスナナコ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 430－ 41：14．81� 40．0�
46 サンキューゴッド �3鹿 56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492－ 41：15．43� 243．3�
712 オ ト チ ャ ン 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 音無 秀孝 浦河 杵臼牧場 520－ 81：20．9大差 58．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，682，200円 複勝： 45，252，400円 枠連： 8，198，400円
馬連： 29，534，000円 馬単： 17，587，800円 ワイド： 20，987，500円
3連複： 40，712，200円 3連単： 63，463，900円 計： 245，418，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 196822 的中 � 95336（1番人気）
複勝票数 計 452524 的中 � 292819（1番人気）� 35172（2番人気）� 27901（4番人気）
枠連票数 計 81984 的中 （5－6） 12656（2番人気）
馬連票数 計 295340 的中 �� 37774（2番人気）
馬単票数 計 175878 的中 �� 16732（2番人気）
ワイド票数 計 209875 的中 �� 25779（2番人気）�� 18578（3番人気）�� 6965（6番人気）
3連複票数 計 407122 的中 ��� 24820（2番人気）
3連単票数 計 634639 的中 ��� 13180（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロワールシチー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．2．11 京都4着

2014．4．25生 牡3鹿 母 バーグドール 母母 ラディカルチック 4戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オトチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マーブルクリス号

第１回 新潟競馬 第８日



14087 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8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）

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

59 ルーナデラセーラー 牝3黒鹿54 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 472－ 21：55．3 3．0�
610 シュクルダール 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B502＋ 2 〃 クビ 12．8�
713 メイズオブオナー 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 61：55．51� 2．7�
23 イチザヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 436＋ 41：56．67 65．0�
611 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 420－ 21：57．13 17．9	
46 ジャンティーユ 牝3栗 54 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 438－ 61：57．41� 132．1

35 スカイリモーネ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 446＋ 41：57．61� 97．3�
712 キタノリツメイ 牝3栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 440－ 21：57．7� 98．3�
47 スウィートグロリア 牝3鹿 54 津村 明秀 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B472＋121：57．91� 13．0
34 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B434－ 21：58．0クビ 84．6�
815 ダンツブロケード 牝3栗 54

52 △伴 啓太山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 472－ 61：58．21� 5．7�
58 フェザーリング 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム B444＋101：58．52 68．0�
11 ゴールドノーブル 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史居城 寿与氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム 472－201：59．35 219．0�
22 ミヤギインザムーン 牝3鹿 54

52 △木幡 初也菅原 光博氏 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 468－ 42：00．57 431．0�
814 ラーゴブルー 牝3栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500± 02：00．6� 9．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，541，400円 複勝： 19，985，400円 枠連： 9，375，000円
馬連： 28，300，800円 馬単： 16，472，600円 ワイド： 18，956，600円
3連複： 40，308，700円 3連単： 56，137，300円 計： 206，077，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（5－6） 1，120円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 650円 �� 170円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 10，710円

票 数

単勝票数 計 165414 的中 � 43240（2番人気）
複勝票数 計 199854 的中 � 41019（2番人気）� 17069（4番人気）� 54320（1番人気）
枠連票数 計 93750 的中 （5－6） 6470（5番人気）
馬連票数 計 283008 的中 �� 9616（11番人気）
馬単票数 計 164726 的中 �� 3376（15番人気）
ワイド票数 計 189566 的中 �� 6267（8番人気）�� 35335（1番人気）�� 8970（4番人気）
3連複票数 計 403087 的中 ��� 20465（4番人気）
3連単票数 計 561373 的中 ��� 3797（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．2―51．7―1：04．9―1：17．6―1：30．1―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．7
1
3
9（5，10）（6，14）（3，15）7（2，13）（1，8，11）4，12
9，10，5（6，15，13）3，4，7（1，11）（8，14）12，2

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

勝馬の
紹 介

ルーナデラセーラー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．10．1 中山6着

2014．4．6生 牝3黒鹿 母 フォーマルハウト 母母 ビワアラビアン 8戦1勝 賞金 8，500，000円
〔騎手変更〕 シュクルダール号の騎手藤岡康太は，第1競走での落馬による検査のため�島克駿に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラーゴブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月21日まで平地競

走に出走できない。
ミヤギインザムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴィエメンテ号

14088 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：06．0良

22 ドンアルフォンス 牡5黒鹿60 白浜 雄造山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 472＋ 63：07．9 1．8�
58 ストロングバルドル 牡6鹿 60 小野寺祐太村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 486＋ 23：08．22 14．5�
33 サ マ ー ラ ヴ 牡6黒鹿60 上野 翔�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 464± 03：09．26 35．2�
712 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 496－ 23：09．41� 16．9�
45 プレジールシチー 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 506± 03：09．72 9．7�
711 ゼンノトライブ 牡4黒鹿59 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 436± 03：10．01� 5．7	
11 � ストリートオベロン 牡5黒鹿60 草野 太郎門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 472－ 43：10．1クビ 34．4

813 マイネルヴァッサー 牡4鹿 59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 420± 03：10．52	 6．3�
814 ジャンボスピリット 牝4栗 57 石神 深一田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 464＋ 43：10．71	 46．5�
69 プレシャスムーン 牝6鹿 58 金子 光希鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 23：11．65 58．2
46 マ ッ ク ー ル 牡4鹿 59 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 480－123：11．8� 35．2�
34 � サリレモンド 牡6栗 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

532－ 63：12．11� 115．6�
57 スリージェット 牡4栗 59 蓑島 靖典永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482± 0 〃 クビ 60．8�
610 ウインドオブホープ 
4栗 59 浜野谷憲尚�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 532＋ 43：15．7大差 134．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，364，300円 複勝： 14，745，700円 枠連： 10，364，700円
馬連： 25，077，300円 馬単： 13，559，600円 ワイド： 16，880，000円
3連複： 39，964，900円 3連単： 55，402，800円 計： 190，359，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 250円 � 680円 枠 連（2－5） 1，320円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，480円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 13，200円 3 連 単 ��� 42，280円

票 数

単勝票数 計 143643 的中 � 61286（1番人気）
複勝票数 計 147457 的中 � 39360（1番人気）� 13807（4番人気）� 4006（9番人気）
枠連票数 計 103647 的中 （2－5） 6051（5番人気）
馬連票数 計 250773 的中 �� 13491（6番人気）
馬単票数 計 135596 的中 �� 4833（7番人気）
ワイド票数 計 168800 的中 �� 7032（5番人気）�� 2891（15番人気）�� 869（49番人気）
3連複票数 計 399649 的中 ��� 2270（43番人気）
3連単票数 計 554028 的中 ��� 950（119番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドンアルフォンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．9．21 阪神7着

2012．4．24生 牡5黒鹿 母 ドナプレミア 母母 メイショウマキバコ 障害：2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 クリノミユキチャン号



14089 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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
1：43．9

良
良

713 チェスナットコート 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454－ 41：49．7 1．7�

35 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 480＋ 4 〃 ハナ 4．2�

58 バトルエニシ 牝3鹿 54
51 ▲川又 賢治宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B462－ 41：49．8� 84．4�

610 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 武史久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 21：49．9クビ 12．8�
814 ブルベアリンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 452＋ 41：50．11� 17．2�
34 リレントレス 牡3黒鹿56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 488＋ 21：50．31� 150．5	
59 ザストリート 牡3鹿 56 吉田 隼人中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 6 〃 クビ 18．1

47 ヴァントネール 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 446＋ 61：50．4クビ 46．5�
11 ポイントオブエイム 牡3青鹿56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 462± 01：50．61� 242．9�
815 ダノンナイスガイ 牡3栗 56 古川 吉洋�ダノックス 村山 明 新冠 秋田牧場 494 ―1：50．7� 27．1
611 ニホンピロメイデー 牝3黒鹿54 黛 弘人小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 448＋ 61：50．8クビ 201．6�
46 ベントデアモーレ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 386－ 41：51．12 229．0�

22 ダイシンコラード 牡3鹿 56 秋山真一郎大八木信行氏 須貝 尚介 新冠 ハシモトフアーム 550 ―1：51．2� 7．5�
712 カクタスバンガー 牡3青鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 454－ 81：51．3� 47．8�
23 メイショウシオサイ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 中村 均 浦河 富田牧場 458－ 21：52．68 222．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，587，600円 複勝： 24，143，000円 枠連： 9，271，700円
馬連： 30，610，800円 馬単： 18，374，800円 ワイド： 20，554，600円
3連複： 43，787，800円 3連単： 67，786，600円 計： 234，116，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 720円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，560円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 11，180円

票 数

単勝票数 計 195876 的中 � 89759（1番人気）
複勝票数 計 241430 的中 � 118856（1番人気）� 37847（2番人気）� 3356（10番人気）
枠連票数 計 92717 的中 （3－7） 23835（1番人気）
馬連票数 計 306108 的中 �� 79447（1番人気）
馬単票数 計 183748 的中 �� 29405（1番人気）
ワイド票数 計 205546 的中 �� 41756（1番人気）�� 2764（17番人気）�� 1610（27番人気）
3連複票数 計 437878 的中 ��� 6878（13番人気）
3連単票数 計 677866 的中 ��� 4394（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―13．1―13．3―13．2―11．3―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．5―49．6―1：02．9―1：16．1―1：27．4―1：38．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェスナットコート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．27 京都5着

2014．5．8生 牡3栗 母 ホワイトヴェール 母母 ネ ガ ノ 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 ブルベアリンクス号の騎手�島克駿は，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：11番）
※出走取消馬 プライヤビスタ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※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 インヘリットデール号
（非抽選馬） 1頭 ピティヴィエ号

14090 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

79 ジャーマンアイリス 牝4芦 55 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：53．6 10．8�

33 フレグラントブレス 牝4芦 55
54 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B490± 01：53．91� 2．8�

22 メープルフレイバー 牝4栗 55 西村 太一尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：54．11� 15．8�
44 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 450＋ 61：54．2クビ 6．4�
811 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 462＋ 61：54．3� 23．7	
68 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 55 吉田 隼人武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466－ 41：54．4� 3．4

55 � ミュークロール 牝5黒鹿55 黛 弘人ドラゴンヒルズホースクラブ 青木 孝文 千歳 社台ファーム B510＋ 21：54．5クビ 166．6�
56 ガラドリエル 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也�ダイリン 大和田 成 浦河 谷川牧場 486－10 〃 ハナ 19．9�
67 スプリングキャロル 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：55．03 20．6
710� バークレアヴィガ 牝4鹿 55 菱田 裕二鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 422＋ 21：55．42� 72．6�
812 マカワオクイーン 牝5栗 55 古川 吉洋金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 480＋ 21：55．82� 39．2�
11 グロリアスメーカー 牝4鹿 55 秋山真一郎 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：56．33 8．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，829，600円 複勝： 19，954，200円 枠連： 8，553，400円
馬連： 32，802，500円 馬単： 16，981，000円 ワイド： 21，614，500円
3連複： 44，390，900円 3連単： 65，486，300円 計： 227，612，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 150円 � 420円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，000円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 43，790円

票 数

単勝票数 計 178296 的中 � 13170（5番人気）
複勝票数 計 199542 的中 � 22046（4番人気）� 46027（1番人気）� 9323（9番人気）
枠連票数 計 85534 的中 （3－7） 5930（3番人気）
馬連票数 計 328025 的中 �� 17277（3番人気）
馬単票数 計 169810 的中 �� 3174（13番人気）
ワイド票数 計 216145 的中 �� 11190（3番人気）�� 2620（24番人気）�� 6989（9番人気）
3連複票数 計 443909 的中 ��� 5115（19番人気）
3連単票数 計 654863 的中 ��� 1084（141番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．5―13．0―12．7―12．3―13．0―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．3―49．3―1：02．0―1：14．3―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャーマンアイリス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．3 阪神6着

2013．3．16生 牝4芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 16戦2勝 賞金 19，900，000円
〔騎手変更〕 フレグラントブレス号の騎手藤岡康太は，第1競走での落馬負傷のため�島克駿に変更。



14091 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ペイシャバラード 牝4黒鹿 55
53 △坂井 瑠星北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448－ 21：11．9 13．5�

814 トブガゴトク 牡4芦 57 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－ 41：12．21� 2．0�
11 アグネスエーデル 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 528＋ 81：12．3� 4．5�
34 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462± 01：12．4� 18．9�
23 スマイルハッピー 牝5鹿 55 吉田 隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 450－ 61：12．82� 93．6�
59 ト キ ワ 牝5鹿 55 石橋 脩田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 474＋ 4 〃 ハナ 15．8	
58 � ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 476＋101：12．9クビ 56．2

35 タガノモーサン 牡4鹿 57

56 ☆義 英真八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 512＋121：13．11� 14．4�
46 アーネストミノル 牡6鹿 57 秋山真一郎吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 21：13．31 30．5�
22 � チビノヴァルタン 牝4鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 41：13．4� 24．3
47 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 460± 0 〃 クビ 140．3�
712 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 510＋121：13．61� 13．5�
713� ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 484＋ 21：14．02� 57．3�
611 マイティジャック 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B448＋ 21：14．21� 16．3�

815 アンペラール 牡4芦 57
55 △伴 啓太 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 446± 01：14．41� 88．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，532，000円 複勝： 23，006，700円 枠連： 8，415，100円
馬連： 32，167，300円 馬単： 16，517，600円 ワイド： 22，199，700円
3連複： 45，276，900円 3連単： 62，876，800円 計： 229，992，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 220円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，040円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 16，290円

票 数

単勝票数 計 195320 的中 � 11502（4番人気）
複勝票数 計 230067 的中 � 20625（4番人気）� 65466（1番人気）� 32939（2番人気）
枠連票数 計 84151 的中 （6－8） 10936（2番人気）
馬連票数 計 321673 的中 �� 25209（2番人気）
馬単票数 計 165176 的中 �� 3968（9番人気）
ワイド票数 計 221997 的中 �� 18063（2番人気）�� 4748（11番人気）�� 21534（1番人気）
3連複票数 計 452769 的中 ��� 17876（1番人気）
3連単票数 計 628768 的中 ��� 2798（35番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．9―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．9―47．3―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 10，14（1，9）4－（8，13）（5，15）（3，6，11，12）2，7 4 10（14，9）（1，4）－8（5，13）15（3，6，12）（2，7）11

勝馬の
紹 介

ペイシャバラード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．4．9 中山6着

2013．4．15生 牝4黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 9戦2勝 賞金 18，720，000円
〔騎手変更〕 アーネストミノル号の騎手藤岡康太は，第1競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 スリーパスポート号・ミスズモンブラン号

14092 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第8競走 2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

711� スティルウォーター 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 402＋ 22：26．4 3．6�

57 フォースフィールド 牡5黒鹿 57
54 ▲横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 430－ 62：26．71� 39．5�

610 ディスピュート 牡4鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B432＋ 22：26．8� 20．3�
11 エアワイバーン 牡4青鹿57 津村 明秀 �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 536－ 22：26．9� 3．8�
813 ジャストコーズ 牡4青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510± 0 〃 ハナ 10．5	
33 ストーリーセラー 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 526＋ 6 〃 クビ 9．5

814� マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 1 〃 ハナ 161．3�
69 ギャラントグリフ �4黒鹿57 秋山真一郎岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 510＋102：27．75 7．0�
46 ウメジマダイオー 牡8鹿 57

55 △伴 啓太村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 526＋ 2 〃 クビ 300．2
34 � タガノグリズリー 牡6鹿 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B482＋ 62：27．8� 41．9�
58 シフォンカール 牝4芦 55

53 △井上 敏樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：27．9クビ 24．5�
712 アイオシルケン 牡5黒鹿 57

54 ▲川又 賢治石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 486－ 8 〃 クビ 31．3�
22 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470± 02：28．21� 29．3�
45 グランドバローズ �4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋102：28．62� 6．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，838，100円 複勝： 27，586，200円 枠連： 8，452，700円
馬連： 35，322，300円 馬単： 18，321，700円 ワイド： 23，372，900円
3連複： 45，021，500円 3連単： 60，987，600円 計： 237，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 640円 � 430円 枠 連（5－7） 3，840円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 12，050円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，170円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 21，740円 3 連 単 ��� 109，710円

票 数

単勝票数 計 188381 的中 � 40904（1番人気）
複勝票数 計 275862 的中 � 48116（2番人気）� 9657（9番人気）� 15195（7番人気）
枠連票数 計 84527 的中 （5－7） 1703（18番人気）
馬連票数 計 353223 的中 �� 3522（30番人気）
馬単票数 計 183217 的中 �� 1140（46番人気）
ワイド票数 計 233729 的中 �� 3136（19番人気）�� 5279（13番人気）�� 1425（47番人気）
3連複票数 計 450215 的中 ��� 1553（80番人気）
3連単票数 計 609876 的中 ��� 403（354番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．0―12．5―13．1―12．7―12．6―12．2―12．3―11．7―12．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．9―34．9―47．4―1：00．5―1：13．2―1：25．8―1：38．0―1：50．3―2：02．0―2：14．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スティルウォーター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド

2013．3．19生 牝4黒鹿 母 ソリッドプラチナム 母母 リザーブシート 13戦1勝 賞金 15，410，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 フォースフィールド号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



14093 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

46 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B532－ 41：52．9 16．9�
712 コティニャック 牡5青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 540＋141：53．11� 4．0�
47 ドルチェリア �4鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 502－181：53．63 2．8�
58 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B472＋ 21：54．02� 30．3�
11 プライズコレクター 牡4栗 57 勝浦 正樹�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 498＋181：54．1� 14．7	
59 	 パラティーノ 牡8黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 526＋ 41：54．31� 48．4

34 オカホンコー 牡6鹿 57 秋山真一郎小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 496＋ 21：54．4クビ 67．1�
611 カズノテイオー 牡4黒鹿57 丸田 恭介鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 B480± 0 〃 クビ 21．4�
814 シップーコウライ 牡5栗 57

56 ☆
島 克駿�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 476－ 21：54．61� 5．3
815 エリモグレイス 牡4鹿 57

55 △坂井 瑠星山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 498＋ 81：54．7クビ 13．5�
35 フォースリッチ 牡4黒鹿57 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476＋101：55．01� 11．4�
22 	 ハナズウェポン 牡6栗 57

54 ▲横山 武史M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 490＋ 61：55．74 112．6�
713 クールジョーカー 牡6黒鹿 57

54 ▲川又 賢治小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 458＋ 41：55．8� 74．4�
610	 ディゼトワール 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 21：56．75 151．1�
23 デストリーライズ 牡5鹿 57 吉田 隼人広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 520＋ 61：57．33� 33．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，915，000円 複勝： 32，435，800円 枠連： 12，844，900円
馬連： 48，983，900円 馬単： 24，703，000円 ワイド： 33，503，600円
3連複： 69，180，800円 3連単： 93，708，900円 計： 338，275，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 300円 � 140円 � 130円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 760円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 34，480円

票 数

単勝票数 計 229150 的中 � 10799（7番人気）
複勝票数 計 324358 的中 � 19697（6番人気）� 63630（2番人気）� 74217（1番人気）
枠連票数 計 128449 的中 （4－7） 16412（2番人気）
馬連票数 計 489839 的中 �� 10064（13番人気）
馬単票数 計 247030 的中 �� 2154（31番人気）
ワイド票数 計 335036 的中 �� 6279（14番人気）�� 10679（6番人気）�� 34962（1番人気）
3連複票数 計 691808 的中 ��� 18534（5番人気）
3連単票数 計 937089 的中 ��� 1970（101番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―12．9―12．4―12．2―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―50．6―1：03．0―1：15．2―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュガンティーヤ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．10 東京9着

2011．2．18生 牡6青 母 プライムウィッシュ 母母 プライムオブユース 39戦2勝 賞金 36，342，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 セイカエドミザカ号・ダイメイホークス号

14094 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第10競走 ��1，800�
た か だ じ ょ う

高 田 城 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 ローズクランス 牡4鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－ 61：45．9 8．9�
12 � シンボリタピット 牡5鹿 57 石橋 脩シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 494＋ 4 〃 ハナ 6．6�
510 メイショウフェイク 牡5鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：46．11 10．3�
36 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 21：46．2� 5．8�
714	 ミスズダンディー 牡5鹿 57 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 474＋ 8 〃 クビ 3．8	
612 ロードプレミアム 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 6 〃 クビ 6．3

23 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 木幡 初也田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 450＋ 21：46．3� 26．3�
59 � トルセドール 牡6鹿 57 丸山 元気窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480± 01：46．4� 12．2�
815 インターンシップ 牡6鹿 57 吉田 隼人近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 458＋ 21：46．5クビ 42．6
24 キングナポレオン �6黒鹿57 坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 21：46．71
 35．0�
713	 フィールドシャルム 牡4鹿 57 横山 和生岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 4 〃 クビ 23．4�
816 ブライティアスター 牝6黒鹿55 丹内 祐次小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 466＋ 61：46．8クビ 53．2�
48 モンテエベレスト �7青鹿57 菊沢 一樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 21：47．11� 46．1�
611 ヨ カ グ ラ �4栗 57 古川 吉洋 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 21：47．31
 76．5�
11 トーセンカナロア 牡5鹿 57 伴 啓太島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 21：47．4� 47．3�
35 ブライアンジョー 牡4鹿 57 勝浦 正樹河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 444± 01：48．78 65．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，599，900円 複勝： 36，049，300円 枠連： 16，583，000円
馬連： 60，624，600円 馬単： 27，778，400円 ワイド： 36，581，600円
3連複： 85，011，900円 3連単： 113，953，200円 計： 402，181，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 370円 � 320円 � 390円 枠 連（1－4） 3，000円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，720円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 13，180円 3 連 単 ��� 73，890円

票 数

単勝票数 計 255999 的中 � 22828（5番人気）
複勝票数 計 360493 的中 � 25309（6番人気）� 30635（4番人気）� 24055（7番人気）
枠連票数 計 165830 的中 （1－4） 4274（15番人気）
馬連票数 計 606246 的中 �� 10218（18番人気）
馬単票数 計 277784 的中 �� 2286（36番人気）
ワイド票数 計 365816 的中 �� 4935（21番人気）�� 5486（20番人気）�� 6391（17番人気）
3連複票数 計 850119 的中 ��� 4834（37番人気）
3連単票数 計1139532 的中 ��� 1118（214番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．9―11．9―12．1―11．9―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．1―47．0―58．9―1：11．0―1：22．9―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 ・（2，5）－1（4，6）9（7，10）（11，8）12（13，15，14）－（3，16） 4 2－5（4，1）6（7，9）（11，8，10）12，15（13，14）（3，16）

勝馬の
紹 介

ローズクランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Bernstein デビュー 2015．7．12 福島5着

2013．2．18生 牡4鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 11戦2勝 賞金 22，391，000円
〔騎手変更〕 ヨカグラ号の騎手藤岡康太は，第1競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
〔発走状況〕 ゴールドサーベラス号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ローズクランス号の調教師手塚貴久は，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。
※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 ファントムグレイ号



14095 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第11競走 ��1，000�
い だ て ん

韋駄天ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，28．5．21以降29．5．14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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 � フィドゥーシア 牝5鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 476＋ 2 54．3 5．5�

714 シンボリディスコ 牡7栗 55 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 496± 0 54．51� 13．3�
59 レッドラウダ 牡4鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 アタマ 9．6�
816 ラインミーティア 牡7鹿 52 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 472± 0 54．6クビ 5．8�
35 オメガヴェンデッタ �6鹿 56 吉田 隼人原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B504± 0 54．91	 16．6�
611 プレイズエターナル 牡7黒鹿55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494＋ 2 〃 アタマ 4．9	
47 ブライトチェリー 牝7芦 50 藤田菜七子 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム B480－ 2 〃 ハナ 28．3

612 ダンシングワンダー 牝5栗 52 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478＋ 4 55．0� 7．9�
23 ラズールリッキー 牝4黒鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450＋ 6 55．21
 18．4�
12 メイショウハガクレ 牡8鹿 50 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476± 0 55．3� 214．4
510 オデュッセウス 牡4鹿 54 秋山真一郎ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 55．4� 22．7�
36 ウエスタンユーノー 牝6芦 48 菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 496± 0 〃 アタマ 54．6�
815� スティンライクビー 牡5青鹿50 坂井 瑠星 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 488＋10 〃 アタマ 25．7�
713 リュウツバメ 牝7鹿 48 原田 和真田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546－ 4 55．5� 34．3�
11 クリノタカラチャン 牝7黒鹿48 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 418＋ 2 55．6	 173．1�
24 イ オ ラ ニ �6黒鹿53 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B482± 0 55．81� 9．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，835，000円 複勝： 83，986，800円 枠連： 47，603，600円
馬連： 198，199，000円 馬単： 80，094，200円 ワイド： 93，877，500円
3連複： 310，129，200円 3連単： 403，925，700円 計： 1，274，651，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 340円 � 360円 枠 連（4－7） 2，830円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，300円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 63，230円

票 数

単勝票数 計 568350 的中 � 81660（2番人気）
複勝票数 計 839868 的中 � 100991（3番人気）� 62992（6番人気）� 57050（7番人気）
枠連票数 計 476036 的中 （4－7） 13010（15番人気）
馬連票数 計1981990 的中 �� 40189（17番人気）
馬単票数 計 800942 的中 �� 8714（30番人気）
ワイド票数 計 938775 的中 �� 17351（17番人気）�� 18769（15番人気）�� 13443（22番人気）
3連複票数 計3101292 的中 ��� 19523（36番人気）
3連単票数 計4039257 的中 ��� 4631（194番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．4―10．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．6―43．1

上り4F42．3－3F32．1
勝馬の
紹 介

�フィドゥーシア �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．9．14 阪神2着

2012．2．17生 牝5鹿 母 Believe 母母 Great Christine 22戦7勝 賞金 136，235，000円
〔制裁〕 オデュッセウス号の調教師手塚貴久は，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。

14096 5月21日 晴 良 （29新潟1）第8日 第12競走 ��1，200�
だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走16時00分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

58 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 468＋ 41：09．0 11．2�
611 パーリオミノル 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466＋14 〃 クビ 35．4�
713 シルヴァーコード 牝5芦 55 丸山 元気田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 476－101：09．21� 5．6�
59 アグネスユーリヤ 牡5鹿 57 川又 賢治畑佐 博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 468－261：09．3� 10．1�
34 ファンデルワールス �8鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 30．5	
814 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿55 秋山真一郎桑畑 
信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B526± 01：09．4クビ 4．7�
22 クラウンアイリス 牝6栗 55 古川 吉洋�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 402± 01：09．5	 8．4�
610 グラミスキャッスル 牝4鹿 55 石橋 脩飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 468＋ 4 〃 クビ 6．6
46 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 492＋ 61：09．71� 43．8�
23 アスクジョーダン 牡5鹿 57 菱田 裕二廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 496± 01：09．91� 19．7�
815 アドマイヤクーガー 牡9栗 57 坂井 瑠星近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－18 〃 ハナ 51．5�
11 スパイチャクラ 牝4黒鹿55 津村 明秀 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 476＋12 〃 クビ 4．4�
712 メイショウカイモン �6鹿 57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 478－ 61：10．11� 145．7�
35 
 ランディングバース 牡5鹿 57 嘉藤 貴行 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B548± 01：10．31 50．7�
（14頭）

47 スノーエンジェル 牝5芦 55 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，518，100円 複勝： 53，882，100円 枠連： 25，628，000円
馬連： 94，832，400円 馬単： 41，324，100円 ワイド： 50，493，200円
3連複： 123，537，600円 3連単： 173，618，100円 計： 599，833，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 320円 � 960円 � 250円 枠 連（5－6） 1，450円

馬 連 �� 18，120円 馬 単 �� 29，630円

ワ イ ド �� 5，140円 �� 1，250円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 32，600円 3 連 単 ��� 253，260円

票 数

単勝票数 差引計 365181（返還計 12067） 的中 � 25914（7番人気）
複勝票数 差引計 538821（返還計 22070） 的中 � 45134（6番人気）� 12610（10番人気）� 63411（4番人気）
枠連票数 差引計 256280（返還計 569） 的中 （5－6） 13675（6番人気）
馬連票数 差引計 948324（返還計 88409） 的中 �� 4056（53番人気）
馬単票数 差引計 413241（返還計 38746） 的中 �� 1046（94番人気）
ワイド票数 差引計 504932（返還計 55287） 的中 �� 2491（55番人気）�� 10739（16番人気）�� 3386（42番人気）
3連複票数 差引計1235376（返還計196257） 的中 ��� 2842（113番人気）
3連単票数 差引計1736181（返還計272298） 的中 ��� 497（750番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（10，14）（8，13）－（1，4）11（2，9）6（3，5，15）12 4 ・（10，14）（8，13）（1，4）11（2，9）6（3，5，15）－12

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝4黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 16戦3勝 賞金 41，697，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 アスクジョーダン号の騎手藤岡康太は，第1競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
〔競走除外・発走状況〕 スノーエンジェル号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で突進した際に，疾病〔鼻翼部裂創〕を発症した

ため競走除外。発走時刻8分遅延。
アグネスユーリヤ号は，枠内駐立不良〔突進〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 スノーエンジェル号は，平成29年5月22日から平成29年6月20日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※出走取消馬 スマートグレイス号（疾病〔右口角部挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アドマイヤスカイ号・ヴィーヴァテキーラ号・ウリボー号・テンテマリ号・フクノグローリア号・フジノパンサー号・

ブレイズガール号・ラホーヤビーチ号

３レース目



（29新潟1）第8日 5月21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 177頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

202，430，000円
1，270，000円
11，880，000円
1，730，000円
22，350，000円
69，351，000円
5，390，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
283，667，000円
407，101，100円
175，484，900円
650，883，100円
307，485，700円
383，972，100円
941，934，300円
1，277，451，900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 4，427，980，100円

総入場人員 14，835名 （有料入場人員 12，902名）



平成29年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，410頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，542，660，000円
13，930，000円
96，920，000円
13，140，000円
172，480，000円
545，698，000円
45，441，600円
13，536，000円

勝馬投票券売得金
2，178，496，400円
3，178，144，000円
1，399，102，100円
4，996，768，000円
2，434，751，400円
2，927，799，000円
7，199，594，300円
9，921，350，500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 34，236，005，700円

総入場延人員 102，970名 （有料入場延人員 90，645名）
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