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14013 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2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

47 コ ラ ー ド 牡3芦 56
53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 482＋ 41：54．6 19．1�

23 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 B494± 01：55．23� 25．9�
59 ウインルーカス 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 476＋ 81：55．3� 5．6�
22 タマモストーム 牡3栗 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 490－ 41：55．4� 1．5�
611 サトノプレスト 牡3鹿 56 森 泰斗 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B480＋ 61：55．5� 36．6�

（船橋）

815 エムオーマンボ 牡3黒鹿56 川島 信二大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 478－ 41：55．6クビ 47．9	
34 メモリーブレッド 牡3鹿 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B512＋ 8 〃 クビ 15．1

46 ローレルティーダ 牡3鹿 56 �島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 442－ 41：56．23� 156．1�
11 アルマライル 牡3青鹿56 丹内 祐次コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 486－141：56．52 150．6�
814 アヴィドウィナー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 486＋ 6 〃 アタマ 35．9
712 イマジンピース 牡3鹿 56 黛 弘人薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 450－101：57．13� 179．3�
610 ミーティアトレイル 牡3芦 56 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436－ 81：57．31 15．0�
58 アブナイヒロユキ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 510－ 21：57．72� 168．7�
35 トーセンフェイム 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 486 ―1：57．8クビ 123．9�
713 ビップヴァリアント 牡3黒鹿56 菱田 裕二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：58．43� 12．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，397，800円 複勝： 90，566，200円 枠連： 10，333，600円
馬連： 39，401，800円 馬単： 24，498，400円 ワイド： 29，521，100円
3連複： 63，074，600円 3連単： 89，683，900円 計： 367，477，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 910円 � 1，270円 � 640円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 11，840円 馬 単 �� 24，400円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，140円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 26，200円 3 連 単 ��� 199，450円

票 数

単勝票数 計 203978 的中 � 8506（6番人気）
複勝票数 計 905662 的中 � 26182（3番人気）� 18354（7番人気）� 39068（2番人気）
枠連票数 計 103336 的中 （2－4） 8110（5番人気）
馬連票数 計 394018 的中 �� 2578（25番人気）
馬単票数 計 244984 的中 �� 753（47番人気）
ワイド票数 計 295211 的中 �� 3900（20番人気）�� 6786（10番人気）�� 5129（16番人気）
3連複票数 計 630746 的中 ��� 1805（59番人気）
3連単票数 計 896839 的中 ��� 326（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．3―51．0―1：03．4―1：15．5―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ ラ ー ド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．24 阪神5着

2015．2．17生 牡3芦 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル 7戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 タマモストーム号の騎手�島克駿は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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 カズグレゴリオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

14014 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2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）

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

46 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54
53 ☆木幡 初也アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 432－ 21：12．7 2．5�

23 トウケイゴコウ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 430＋ 6 〃 ハナ 90．6�

610 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 8 〃 クビ 6．3�

58 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 414－ 41：13．12� 77．9�

59 ジュンサロマ 牝3鹿 54 丸山 元気河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 444－ 21：13．2クビ 5．8�
47 ワンダーポピュレル 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 456－12 〃 アタマ 11．0�
34 クリノカサット 牝3栗 54 �島 克駿栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 446－101：13．3クビ 24．0	
713 ノーブルキッス 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 410＋ 41：13．51 23．1

22 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 416± 0 〃 クビ 4．1�
11 ハクサンレモン 牝3黒鹿54 森 泰斗河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 454＋ 41：13．6クビ 30．8�

（船橋）

814 ハニーディップト 牝3黒鹿54 長岡 禎仁グリーンスウォード高市 圭二 浦河 宮村牧場 450 ― 〃 クビ 59．4
712 パ ス ポ ー ト 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 440＋ 21：13．91� 142．7�
35 レーヌビクトリア 牝3栗 54 吉田 隼人 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 424－121：14．11� 52．0�
611 サンオーガスタ 牝3栗 54 横山 和生 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 440＋ 21：14．2クビ 127．4�
815 ディーズエフォート 牝3栗 54 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 B442－ 21：16．3大差 137．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，526，900円 複勝： 30，172，100円 枠連： 8，944，300円
馬連： 33，974，000円 馬単： 18，576，900円 ワイド： 25，909，200円
3連複： 49，593，600円 3連単： 63，628，200円 計： 248，325，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 1，890円 � 200円 枠 連（2－4） 480円

馬 連 �� 10，500円 馬 単 �� 21，730円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 450円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 21，430円 3 連 単 ��� 104，360円

票 数

単勝票数 計 175269 的中 � 54731（1番人気）
複勝票数 計 301721 的中 � 83213（1番人気）� 2615（12番人気）� 38071（4番人気）
枠連票数 計 89443 的中 （2－4） 14423（1番人気）
馬連票数 計 339740 的中 �� 2506（27番人気）
馬単票数 計 185769 的中 �� 641（55番人気）
ワイド票数 計 259092 的中 �� 1974（29番人気）�� 16472（3番人気）�� 1957（30番人気）
3連複票数 計 495936 的中 ��� 1735（55番人気）
3連単票数 計 636282 的中 ��� 442（280番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ア ミ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．20 新潟8着

2015．3．22生 牝3鹿 母 スイートピグレット 母母 ク ロ カ ミ 9戦1勝 賞金 13，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペイシャヒカリ号・ラッキーチャンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 新潟競馬 第２日



14015 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 グローバルビジネス 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：56．6 74．1�

47 ピクシーピュール 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474± 01：56．7� 7．5�
815 タ イ フ ー ン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 41：57．33� 20．1�

610 サイモンバイタル 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 61：57．4クビ 3．0�

59 アンナベルガイト 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 524＋241：57．5� 6．1�

35 タガノフウジン 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 21：57．81� 4．5	
22 ヒシハムザリバー 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 ハナ 8．6

814 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 464－ 81：58．12 210．8�
11 ヤマニンフォルツァ 牡3栗 56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 532 ― 〃 ハナ 14．4�
34 サンライズスパーク 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 466± 01：58．63 132．9

23 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56
54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 21：58．7クビ 8．7�

611 デコラティブ 牡3鹿 56 伴 啓太�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 486＋ 41：58．8� 143．7�
46 シラハタヤマ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 武田牧場 462－ 4 〃 クビ 105．6�
712 インヴェンター 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 01：59．12 102．0�

58 サ リ エ ッ ト 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 408－ 82：00．48 113．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，502，900円 複勝： 25，790，200円 枠連： 9，973，100円
馬連： 36，124，700円 馬単： 18，868，600円 ワイド： 24，075，800円
3連複： 45，914，300円 3連単： 58，770，800円 計： 240，020，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，410円 複 勝 � 1，620円 � 290円 � 510円 枠 連（4－7） 14，420円

馬 連 �� 29，280円 馬 単 �� 74，480円

ワ イ ド �� 7，060円 �� 9，600円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 131，930円 3 連 単 ��� 789，050円

票 数

単勝票数 計 205029 的中 � 2213（9番人気）
複勝票数 計 257902 的中 � 3688（9番人気）� 26939（4番人気）� 13024（7番人気）
枠連票数 計 99731 的中 （4－7） 536（28番人気）
馬連票数 計 361247 的中 �� 956（45番人気）
馬単票数 計 188686 的中 �� 190（99番人気）
ワイド票数 計 240758 的中 �� 877（41番人気）�� 643（51番人気）�� 2140（26番人気）
3連複票数 計 459143 的中 ��� 261（183番人気）
3連単票数 計 587708 的中 ��� 54（962番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―14．1―14．4―13．2―11．7―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―39．2―53．6―1：06．8―1：18．5―1：31．4―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グローバルビジネス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．4．8 福島11着

2015．3．27生 牡3鹿 母 グローバルハート 母母 グローバルピース 2戦1勝 賞金 5，000，000円

14016 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2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 7，800，000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

77 ジャズファンク 牡6鹿 60 平沢 健治市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504＋ 63：07．6 2．8�

11 トーヨーピース 牡4鹿 59 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476－ 63：08．45 5．2�
55 ジャッカスバーク �7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552＋163：09．25 3．6�
89 ドラゴンストーム �6青鹿60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－143：11．1大差 15．5�
810 トーコーグリーン 牡8黒鹿60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506＋243：12．48 13．8	
22 ガルガンチュア 牡5栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 伊藤 正徳 苫小牧 藤澤 昭勝 438－ 63：12．5� 7．0

66 エスケークラウン 牡4青 59 西谷 誠菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 508－ 43：12．82 11．7�
33 � ダブルアックス 牡5黒鹿60 難波 剛健田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 524± 03：13．33 44．4�
78 パ ム ッ カ レ 牡4栗 59 蓑島 靖典 �コロンバスサークル 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468＋123：14．04 89．0
44 シゲルスズキ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 496－ 63：14．31� 23．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，801，500円 複勝： 16，211，200円 枠連： 7，516，700円
馬連： 26，707，700円 馬単： 17，639，500円 ワイド： 17，273，900円
3連複： 39，326，800円 3連単： 65，688，800円 計： 206，166，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（1－7） 970円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 270円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，880円

票 数

単勝票数 計 158015 的中 � 44167（1番人気）
複勝票数 計 162112 的中 � 32247（1番人気）� 26480（3番人気）� 31978（2番人気）
枠連票数 計 75167 的中 （1－7） 5969（3番人気）
馬連票数 計 267077 的中 �� 21173（4番人気）
馬単票数 計 176395 的中 �� 8061（4番人気）
ワイド票数 計 172739 的中 �� 12196（3番人気）�� 20348（1番人気）�� 16157（2番人気）
3連複票数 計 393268 的中 ��� 30470（1番人気）
3連単票数 計 656888 的中 ��� 9740（7番人気）
上り 1マイル 1：42．1 4F 48．6－3F 36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズファンク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．27 札幌1着

2012．4．4生 牡6鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円



14017 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05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

814 ロードザナドゥ 牡3黒鹿56 北村 友一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 472－ 41：47．9 1．9�
59 バイオスパーク 牡3黒鹿56 丸山 元気宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 460－10 〃 アタマ 5．3�
712 ソロフレーズ 牡3青鹿56 勝浦 正樹ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 21：48．11� 11．6�
11 エバートロピカル 牝3黒鹿54 森 泰斗宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：48．31� 94．2�

（船橋）

34 キングポセイドン 牡3栗 56
53 ▲富田 暁 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 458－ 61：48．51� 6．7�
610 ヴィヤンシーコ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 430＋ 41：48．6� 103．4	
23 テンノカガヤキ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也天白 泰司氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 436－ 21：48．91� 10．3

611 サンラボック 牝3栗 54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 宗像 義忠 日高 有限会社

ケイズ 396± 0 〃 クビ 119．1�
713 サイモンルチアーノ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B494＋ 41：49．0クビ 76．6�
47 ヒルトップパレス 牡3鹿 56 	島 克駿吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 2 〃 ハナ 25．4
815 レ イ ロ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 504 ― 〃 アタマ 8．8�
22 ウーマンレジェンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 472＋101：49．63� 143．9�
35 シンボリトレイル 牝3鹿 54 西田雄一郎シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 前川 正美 390± 01：49．7クビ 216．7�
58 マキルヘニー 牡3栗 56 吉田 隼人�G1レーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B492 ―1：49．8� 63．6�
46 ゲットザピクチャー 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 406－ 81：50．75 304．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，467，400円 複勝： 36，807，700円 枠連： 11，101，600円
馬連： 40，320，200円 馬単： 23，652，900円 ワイド： 29，380，500円
3連複： 56，678，200円 3連単： 78，595，200円 計： 302，003，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 254674 的中 � 103033（1番人気）
複勝票数 計 368077 的中 � 126959（1番人気）� 63295（2番人気）� 34703（4番人気）
枠連票数 計 111016 的中 （5－8） 24799（1番人気）
馬連票数 計 403202 的中 �� 69134（1番人気）
馬単票数 計 236529 的中 �� 25204（1番人気）
ワイド票数 計 293805 的中 �� 43109（1番人気）�� 17832（4番人気）�� 11803（6番人気）
3連複票数 計 566782 的中 ��� 37936（2番人気）
3連単票数 計 785952 的中 ��� 17407（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．8―12．7―12．5―11．5―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―48．9―1：01．6―1：14．1―1：25．6―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードザナドゥ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．2．18 東京3着

2015．2．12生 牡3黒鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

14018 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時35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

58 ヴォルフスブルク 牡3芦 56
53 ▲横山 武史 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム B452－ 41：12．1 1．8�

47 ラッシュウィン �3鹿 56 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B452－ 41：12．2� 9．8�
46 アテンコール 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452＋ 61：12．41	 9．9�
22 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：12．61	 7．4�
35 レッドランサー 牡3黒鹿56 森 泰斗 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 466 ― 〃 クビ 9．4	

（船橋）

23 ヴ ァ ン フ レ 牡3青鹿56 
島 克駿�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496 ―1：12．91� 21．2


815 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 B490－ 21：13．0クビ 8．4�

34 エポドスミノル �3黒鹿 56
53 ▲富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440＋101：13．1� 50．3�

11 クリノカーロ 牝3栗 54 原田 和真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 484＋ 81：14．59 70．6
814 ミキノシャミセン 牝3鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 日高 中川 浩典 444 ―1：14．71	 189．7�
610 アヴァランチ �3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也吉岡 泰治氏 和田正一郎 浦河 ヒダカフアーム 534－ 21：14．8� 119．1�
611 セイユウガッツ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 B464＋ 2 〃 クビ 106．2�
713 マウントレーニア 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 428－ 41：15．11� 26．2�
59 グランカナーレ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 454＋ 61：15．52� 159．6�
712 カズノポケット 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 可一氏 小西 一男 新ひだか 前川 正美 480± 01：26．9大差 273．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，292，900円 複勝： 31，902，300円 枠連： 10，107，400円
馬連： 33，142，300円 馬単： 20，470，900円 ワイド： 26，212，700円
3連複： 46，856，700円 3連単： 64，664，500円 計： 256，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 200円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 232929 的中 � 100289（1番人気）
複勝票数 計 319023 的中 � 111066（1番人気）� 30860（5番人気）� 32125（4番人気）
枠連票数 計 101074 的中 （4－5） 22823（1番人気）
馬連票数 計 331423 的中 �� 33848（3番人気）
馬単票数 計 204709 的中 �� 14221（2番人気）
ワイド票数 計 262127 的中 �� 21251（3番人気）�� 25672（2番人気）�� 10049（6番人気）
3連複票数 計 468567 的中 ��� 28934（1番人気）
3連単票数 計 646645 的中 ��� 11632（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．4―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．8―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴォルフスブルク �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Ski Champ デビュー 2017．6．10 東京13着

2015．5．16生 牡3芦 母 ヴ ォ ル ピ ア 母母 Najera 13戦1勝 賞金 21，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズノポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月29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。
（非当選馬） 2頭 クリノカナロアオー号・スカイシーアキラ号
（非抽選馬） 1頭 ラズベリル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



14019 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

713 トーホウレジーナ 牝4栗 55 岡田 祥嗣東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 468＋ 4 55．5 14．6�

611 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 55 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 468＋ 8 〃 クビ 7．4�
36 アリエスムーン 牝7青鹿 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444＋ 4 55．71� 38．1�
816� ミラクルローカス 牝4青鹿 55

52 ▲横山 武史飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 448＋ 8 〃 ハナ 28．1�
35 � モアナブルー 牝4栗 55 吉田 隼人平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 クビ 20．0�
11 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿 55

53 △森 裕太朗岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 4 55．8� 17．0	
59 サチノクイーン 牝7鹿 55 川須 栄彦佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B484＋ 8 55．9� 6．7

48 ポルボローネ 牝6栗 55 北村 友一小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444± 0 56．0� 3．0�
12 ラブローレル 牝6青鹿55 菱田 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 420＋ 4 〃 ハナ 12．1�
714� スターストリーム 牝5黒鹿55 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 422－16 56．1� 37．5
23 ユ ッ セ 牝5栗 55 西田雄一郎�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 488＋ 6 〃 クビ 84．6�
47 キットダイジョウブ 牝4黒鹿55 森 泰斗小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 414－ 2 56．2� 27．4�

（船橋）

612 キャラメルフレンチ 牝4栗 55
52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 惣田 英幸 452± 0 〃 ハナ 7．3�
815 スノードーナツ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 476＋ 2 〃 クビ 14．1�
510� アドマイヤホルン 牝4栗 55

52 ▲富田 暁近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 384－ 4 56．51	 27．9�
24 ファンタジーボール 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 428± 0 56．82 201．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，716，200円 複勝： 35，062，900円 枠連： 15，526，400円
馬連： 49，284，000円 馬単： 22，853，700円 ワイド： 35，951，300円
3連複： 78，181，400円 3連単： 89，740，000円 計： 351，315，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 580円 � 290円 � 1，140円 枠 連（6－7） 1，690円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 15，230円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 9，420円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 79，880円 3 連 単 ��� 445，620円

票 数

単勝票数 計 247162 的中 � 13518（7番人気）
複勝票数 計 350629 的中 � 15347（9番人気）� 36292（4番人気）� 7313（14番人気）
枠連票数 計 155264 的中 （6－7） 7083（8番人気）
馬連票数 計 492840 的中 �� 5269（26番人気）
馬単票数 計 228537 的中 �� 1125（57番人気）
ワイド票数 計 359513 的中 �� 4083（26番人気）�� 973（85番人気）�� 2315（47番人気）
3連複票数 計 781814 的中 ��� 734（222番人気）
3連単票数 計 897400 的中 ��� 146（1230番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．5―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．6―43．5

上り4F43．6－3F33．4
勝馬の
紹 介

トーホウレジーナ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．19生 牝4栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 8戦2勝 賞金 14，100，000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。
（非抽選馬） 3頭 バトルグランドリイ号・ブラディーリッパー号・ラブリイメッセージ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

14020 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

710 エイシンクリック 牡4鹿 57 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474± 02：25．1 2．7�
45 ダブルバインド 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋102：25．31� 2．6�
56 レッドグルック 牡7鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 494－ 42：25．93� 49．1�
69 ファントムグレイ 牡5芦 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430－ 22：26．22 11．1�
11 ハギノカエラ 牝5栗 55 菱田 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 408－ 82：26．3クビ 12．5�
812 テイエムハヤブサ 牡5青鹿 57

54 ▲富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 駿河牧場 470＋ 62：27．25 52．5	
22 シ ン デ ン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 488＋122：27．41� 8．9

44 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444± 02：27．71� 101．6�
33 タマモベルガモ 牡5栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476－ 42：28．02 21．5�
813 ロードゼスト 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 446－102：28．21 27．3
57 トモジャバルジャン 牡4栗 57

54 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 522＋ 6 〃 クビ 16．4�
68 リセンティート 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508± 02：29．05 68．7�
711	 マッシュクール 牡4黒鹿 57

55 △森 裕太朗島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 496－ 62：29．63� 57．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，327，400円 複勝： 27，032，400円 枠連： 9，754，300円
馬連： 40，980，000円 馬単： 22，579，800円 ワイド： 28，428，600円
3連複： 51，977，500円 3連単： 83，818，200円 計： 285，898，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 790円 枠 連（4－7） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，780円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 213274 的中 � 62179（2番人気）
複勝票数 計 270324 的中 � 74101（1番人気）� 61673（2番人気）� 4844（11番人気）
枠連票数 計 97543 的中 （4－7） 34304（1番人気）
馬連票数 計 409800 的中 �� 127005（1番人気）
馬単票数 計 225798 的中 �� 29721（2番人気）
ワイド票数 計 284286 的中 �� 62519（1番人気）�� 3256（23番人気）�� 3371（21番人気）
3連複票数 計 519775 的中 ��� 10329（8番人気）
3連単票数 計 838182 的中 ��� 5277（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―12．1―12．4―12．1―12．4―12．3―12．7―12．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．1―22．8―33．8―45．9―58．3―1：10．4―1：22．8―1：35．1―1：47．8―2：00．7―2：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡4鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 10戦2勝 賞金 21，150，000円
〔発走状況〕 ダブルバインド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



14021 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （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
1：09．2
1：08．7

重
重

59 グローリアスクロワ 牝5栗 55 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 454－ 21：12．1 7．2�
610 シャンパンサーベル 牝6黒鹿55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 474－14 〃 アタマ 3．0�
35 ダークプリンセス 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426± 01：12．31� 8．2�
23 マルクデラポム 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 巧也三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 500＋ 61：12．4� 11．3�
713 サンクタリリアス 牝6芦 55 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 488＋ 61：12．5クビ 56．4�
712 サ ラ マ ン カ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋12 〃 クビ 12．5	
11 プラントアゲン 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 初也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 466－ 41：12．6クビ 14．1

815 クリノセゴビア 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 444－14 〃 クビ 59．6�
22 サンマルメジャール 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 462－ 81：12．7	 25．7�
611 ロックンルージュ 牝4鹿 55 勝浦 正樹堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 486－101：12．8	 62．5
47 キタノユーリン 牝4鹿 55 森 泰斗北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482± 01：12．9	 15．7�

（船橋）

46 
 オースミペンタス 牝4黒鹿55 川須 栄彦�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 440± 0 〃 アタマ 169．6�
34 グランドガール 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 458＋ 61：13．0	 4．0�
58 オスカークイーン 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 444－ 41：14．06 72．3�
814
 グ ロ ー リ ア 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 武史長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466－ 2 〃 クビ 179．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，472，400円 複勝： 33，446，800円 枠連： 13，170，700円
馬連： 46，317，600円 馬単： 23，140，800円 ワイド： 32，686，800円
3連複： 66，173，300円 3連単： 90，130，200円 計： 327，538，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 150円 � 280円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，200円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 16，270円

票 数

単勝票数 計 224724 的中 � 24842（3番人気）
複勝票数 計 334468 的中 � 32175（3番人気）� 70282（2番人気）� 26724（5番人気）
枠連票数 計 131707 的中 （5－6） 8518（4番人気）
馬連票数 計 463176 的中 �� 29060（2番人気）
馬単票数 計 231408 的中 �� 6248（7番人気）
ワイド票数 計 326868 的中 �� 18539（2番人気）�� 6676（16番人気）�� 11543（7番人気）
3連複票数 計 661733 的中 ��� 16431（6番人気）
3連単票数 計 901302 的中 ��� 4014（33番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリアスクロワ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エアジハード デビュー 2015．12．5 中山6着

2013．4．9生 牝5栗 母 エアヘイリー 母母 マザーエルフ 13戦2勝 賞金 15，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラブユーミー号
（非抽選馬） 1頭 エルヴス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

14022 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 特 別
発走14時40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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 キャナルストリート 牝4黒鹿55 丸山 元気村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 454－ 81：21．0 6．6�
714 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 吉田 隼人�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494± 0 〃 ハナ 2．0�
611� マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 506± 01：21．21	 5．5�

510 サンライズマジック 牡4鹿 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 ハナ 13．8�
47 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460－ 61：21．52 8．4�
11 サンタナブルー 牡6黒鹿57 川須 栄彦 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 480± 01：21．6クビ 27．6	
713 クローディオ 
6鹿 57 北村 友一 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 20．0�
48 エスカラード 牡5鹿 57 森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド B462－ 81：21．81	 32．9�
612 ハッピーランラン 牝4鹿 55 森 泰斗馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496－101：21．9� 77．5

（船橋）

12 フェザリータッチ 牡5鹿 57 �島 克駿 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－121：22．0クビ 42．5�
815 エリンソード 牡4青鹿57 小崎 綾也 
社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 58．5�
36 コスモプラシデス 牡4鹿 57 木幡 初也 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 41：22．21 98．2�
59 アイアムビューティ 牝4鹿 55 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 436－ 61：22．3 32．2�
816 ヤマニンルサリー 牝4鹿 55 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 454＋ 61：22．4クビ 178．8�
24 � サバイバルチャンス 牡4栗 57 藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 486－ 21：23．03 64．6�
35 � オロフィナアスール 牝5黒鹿55 城戸 義政�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 454－ 6 〃 アタマ 148．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，961，100円 複勝： 47，778，400円 枠連： 17，561，100円
馬連： 67，374，800円 馬単： 35，374，600円 ワイド： 43，948，400円
3連複： 92，035，400円 3連単： 135，138，800円 計： 470，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 330円 �� 650円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 309611 的中 � 37041（3番人気）
複勝票数 計 477784 的中 � 47836（4番人気）� 168108（1番人気）� 73269（2番人気）
枠連票数 計 175611 的中 （2－7） 20947（2番人気）
馬連票数 計 673748 的中 �� 71707（2番人気）
馬単票数 計 353746 的中 �� 13637（6番人気）
ワイド票数 計 439484 的中 �� 34112（2番人気）�� 14953（6番人気）�� 56494（1番人気）
3連複票数 計 920354 的中 ��� 60550（1番人気）
3連単票数 計1351388 的中 ��� 14659（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．6―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．1―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャナルストリート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．9．25 中山1着

2014．3．5生 牝4黒鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 7戦2勝 賞金 23，292，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アースコレクション号・ショウナンタイザン号・テイエムイキオイ号・ブライトンピア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



14023 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

11 スターオブペルシャ 	5栗 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508－ 61：32．5 6．1�
23 タイセイサミット 牡5栗 56 丸田 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B488± 01：32．81
 4．9�
714 トウショウドラフタ 牡5栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 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 476－141：32．9
 24．2�
47 タガノブルグ 牡7鹿 56 北村 友一八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－10 〃 ハナ 10．4�
35 ミッキージョイ 牡6鹿 56 吉田 隼人野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 498＋ 41：33．11� 6．6	
713 ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿54 木幡 巧也�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 476＋ 41：33．2クビ 17．5

612 ボンセルヴィーソ 牡4栗 56 菱田 裕二名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 468－10 〃 クビ 14．5�
24 スマートカルロス 牡6鹿 56 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472± 0 〃 アタマ 17．4�
611 ト ラ ス ト 牡4芦 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 488＋121：33．3クビ 7．0
48 トーキングドラム 牡8鹿 58 小崎 綾也下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482＋ 41：33．4
 84．4�
36 トウショウピスト 牡6鹿 57 古川 吉洋トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 41：33．61� 36．8�
12 アポロノシンザン 牡6鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 480－ 61：33．8
 6．6�
59 マイネルアウラート 牡7黒鹿59 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 81：34．22� 46．6�
815� ブレイズアトレイル 牡9芦 57 森 泰斗前田 敏文氏 山田 信大 安平 ノーザンファーム 498－12 〃 同着 173．2�

（船橋） （船橋）

510 ウインソワレ 牝6鹿 54 丸山 元気�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：34．52 53．4�
816 クラリティシチー 牡7鹿 56 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 21：41．5大差 26．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，452，800円 複勝： 73，900，300円 枠連： 45，714，800円
馬連： 188，965，300円 馬単： 72，795，400円 ワイド： 95，495，000円
3連複： 274，745，500円 3連単： 353，100，600円 計： 1，160，169，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 170円 � 550円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，500円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 14，560円 3 連 単 ��� 68，120円

票 数

単勝票数 計 554528 的中 � 71844（2番人気）
複勝票数 計 739003 的中 � 107127（2番人気）� 130690（1番人気）� 26577（10番人気）
枠連票数 計 457148 的中 （1－2） 59649（1番人気）
馬連票数 計1889653 的中 �� 115389（1番人気）
馬単票数 計 727954 的中 �� 19414（5番人気）
ワイド票数 計 954950 的中 �� 56884（1番人気）�� 9338（34番人気）�� 10179（28番人気）
3連複票数 計2747455 的中 ��� 14144（43番人気）
3連単票数 計3531006 的中 ��� 3758（190番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―11．6―11．7―11．6―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．4―33．8―45．4―57．1―1：08．7―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターオブペルシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2015．6．7 東京4着

2013．3．2生 	5栗 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 22戦6勝 賞金 126，536，000円
〔その他〕 クラリティシチー号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯断裂〕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。
（非抽選馬） 1頭 アルマワイオリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

14024 4月29日 晴 良 （30新潟1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．29以降30．4．22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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

815 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 54 森 泰斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：52．5 6．9�

（船橋）

712 ルドルフィーナ 牡5青鹿56 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B484－ 41：52．6� 3．3�

23 � サハラファイター 牡5鹿 56 丸山 元気本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 520－ 61：53．02	 15．2�
610 モンストルコント 牡5黒鹿54 古川 吉洋 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496＋ 21：53．1クビ 24．0�
59 フォースライン 牡4黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502－ 61：53．42 3．3	
22 サンマルスカイ 牡6鹿 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 438－ 41：53．5	 54．7

58 メイショウマトイ 牡4鹿 55 加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 〃 クビ 34．3�
34 ドリームリヴァール 
8黒鹿54 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム 456－ 4 〃 ハナ 23．0�
46 オールウェイズゼア 牡4黒鹿54 森 裕太朗グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 484＋141：53．6	 16．4
814 フジマサクラウン 牡7鹿 54 丸田 恭介藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B514－ 61：53．91� 19．0�
611 マイネルボルソー 牡7鹿 53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 480＋ 21：54．0	 53．3�
11 エリーフェアリー 牝7鹿 52 丹内 祐次谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B490＋ 41：54．53 77．1�
713 コティニャック 牡6青鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B518－ 21：55．03 10．3�
47 エリモグレイス 牡5鹿 53 木幡 巧也山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 496－ 41：55．1	 202．6�
35 ショウナンナナイロ 牝4青鹿52 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 444＋ 61：55．73	 14．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，890，700円 複勝： 59，638，700円 枠連： 28，758，600円
馬連： 100，355，000円 馬単： 42，938，600円 ワイド： 63，118，600円
3連複： 140，132，200円 3連単： 184，628，600円 計： 661，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 150円 � 420円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，160円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 30，840円

票 数

単勝票数 計 418907 的中 � 48410（3番人気）
複勝票数 計 596387 的中 � 68418（3番人気）� 134738（1番人気）� 28425（7番人気）
枠連票数 計 287586 的中 （7－8） 35774（2番人気）
馬連票数 計1003550 的中 �� 59763（2番人気）
馬単票数 計 429386 的中 �� 10696（8番人気）
ワイド票数 計 631186 的中 �� 29503（3番人気）�� 7195（26番人気）�� 14267（11番人気）
3連複票数 計1401322 的中 ��� 14108（19番人気）
3連単票数 計1846286 的中 ��� 4339（71番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．2―13．2―12．3―12．1―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．9―51．1―1：03．4―1：15．5―1：28．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビ ス カ リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Gilded Time デビュー 2014．10．5 阪神2着

2012．4．24生 牝6鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 38戦4勝 賞金 93，126，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ルドルフィーナ号の騎手森一馬は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンライズレーヴ号
（非抽選馬） 3頭 ダンカン号・テイエムジョウネツ号・メンターモード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（30新潟1）第2日 4月29日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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
厩務員出走奨励金

197，730，000円
16，100，000円
1，560，000円
21，820，000円
69，335，500円
5，158，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
319，810，000円
508，309，200円
188，462，600円
702，947，400円
343，390，100円
452，001，900円
1，004，689，500円
1，357，587，800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 4，877，198，500円

総入場人員 19，462名 （有料入場人員 17，624名）
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