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14037 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 レオステップアップ 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 488－ 41：55．2 3．8�
610 サミットプッシュ 牡3青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 454－ 41：55．41� 7．9�
611 ガッツィーソート 牡3栗 56 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 498－ 41：55．5� 3．2�
712 キョウワスピネル 牡3栗 56

54 △武藤 雅�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 484＋101：55．71� 19．1�
47 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－101：56．55 14．2	
23 ベ ル リ ラ 牝3栗 54 川島 信二 �社台レースホース荒川 義之 安平 追分ファーム 416－ 41：56．92� 81．9

46 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 61：57．21� 179．2�
35 スズカハイライト 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 442＋ 41：57．62� 23．4�
814 スズカミサイル 牡3栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 山田牧場 492 ― 〃 クビ 7．0
11 ナ リ イ チ 牡3鹿 56 川須 栄彦細川 勝也氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 512＋141：57．91� 101．6�
22 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 石川裕紀人金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 486＋ 61：58．0クビ 80．0�
815 ネオシャンドマルス 牡3芦 56 丹内 祐次小林 仁幸氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム B496－ 6 〃 クビ 120．5�
58 マイティテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 21：58．31� 7．4�

34 カズグレゴリオ 牡3栗 56 津村 明秀合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464＋161：58．4クビ 15．3�
713 バトルハヤバセ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗宮川 秋信氏 本田 優 浦河 笹地牧場 500＋ 81：58．82� 258．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，502，100円 複勝： 22，729，900円 枠連： 9，782，300円
馬連： 31，260，900円 馬単： 16，781，000円 ワイド： 21，875，300円
3連複： 46，705，500円 3連単： 55，441，800円 計： 220，078，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 220円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 500円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 155021 的中 � 32492（2番人気）
複勝票数 計 227299 的中 � 51222（2番人気）� 22926（3番人気）� 63677（1番人気）
枠連票数 計 97823 的中 （5－6） 34321（1番人気）
馬連票数 計 312609 的中 �� 19041（4番人気）
馬単票数 計 167810 的中 �� 6294（4番人気）
ワイド票数 計 218753 的中 �� 9716（5番人気）�� 34996（1番人気）�� 11842（3番人気）
3連複票数 計 467055 的中 ��� 39701（1番人気）
3連単票数 計 554418 的中 ��� 8438（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．8―51．4―1：04．5―1：17．1―1：29．9―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオステップアップ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．11．4 福島4着

2015．3．19生 牡3栗 母 パ キ ー タ 母母 プリマダンサー 4戦1勝 賞金 8，850，000円

14038 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4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）

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

35 エースロッカー 牡3栗 56 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 488＋ 21：12．3 11．7�
713 マコトキッショウ 牡3芦 56 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：12．61� 5．9�
11 クイーンズテソーロ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 446＋ 4 〃 クビ 1．6�

22 ホーカスポーカス 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 426－ 2 〃 ハナ 9．9�

815 ランドキングスター 牡3鹿 56 三浦 皇成木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 504－ 21：13．23� 6．5�
611 ペイシャヒカリ 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 470＋ 21：13．3� 206．9	
46 ニットウサーメット 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也藤井 謙氏 高橋 文雅 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 61：13．4クビ 37．1

58 ピ ー ナ ツ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 462－ 21：13．61� 29．4�
47 メイショウワザモノ 牡3芦 56

54 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 日高 白井牧場 432－ 41：13．7� 35．9�
814 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54 西田雄一郎清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B472＋ 61：13．8� 124．8
59 ジョーダンピース 牡3黒鹿56 丸山 元気廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 日高 Shall Farm 448± 01：14．33 95．2�
23 ラ ズ ベ リ ル 牝3栗 54

52 △武藤 雅ディアレスト 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 420－ 41：14．4� 275．1�
610 クリノローランサン 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 394－261：15．14 146．1�
34 ウォーターリバース 牝3鹿 54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 442＋ 81：15．31 282．5�
712 ホ ク セ ツ �3青鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B494＋ 8 〃 クビ 111．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，024，500円 複勝： 51，683，100円 枠連： 7，223，100円
馬連： 30，489，100円 馬単： 21，444，500円 ワイド： 22，187，600円
3連複： 42，375，200円 3連単： 67，872，500円 計： 260，299，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 170円 � 130円 � 110円 枠 連（3－7） 3，300円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 580円 �� 270円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 15，320円

票 数

単勝票数 計 170245 的中 � 11629（5番人気）
複勝票数 計 516831 的中 � 30568（4番人気）� 47400（2番人気）� 334989（1番人気）
枠連票数 計 72231 的中 （3－7） 1695（11番人気）
馬連票数 計 304891 的中 �� 8793（10番人気）
馬単票数 計 214445 的中 �� 2723（20番人気）
ワイド票数 計 221876 的中 �� 8189（7番人気）�� 20809（3番人気）�� 30528（1番人気）
3連複票数 計 423752 的中 ��� 29220（3番人気）
3連単票数 計 678725 的中 ��� 3211（46番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―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4F49．3―3F37．7
3 14－6（2，13）（9，15）（4，1，11）－（7，5）－8，3＝12－10 4 14－（2，6）13（9，15）（1，11）（4，5）－7－（8，3）＝12，10

勝馬の
紹 介

エースロッカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．1．27 京都7着

2015．3．27生 牡3栗 母 ヒシシャトル 母母 ヒシレイホウ 5戦1勝 賞金 7，800，000円

第１回 新潟競馬 第４日



14039 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4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

814 カイトセブン 牡3黒鹿56 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 496－ 81：54．8 8．1�
22 � トーセンロザリオ 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 460± 01：55．54 20．0�
57 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：55．6� 3．6�
69 メイショウカクウン 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 450＋ 81：55．81� 11．1�
11 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B480± 01：56．01� 52．4	
45 ミッキーガーデン 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432＋ 61：56．42� 6．1

46 メイケイフウジン 牡3芦 56

55 ☆荻野 極名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 546－121：57．25 3．1�
58 リスペクタブル 牡3鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488－ 61：58．05 7．4
712� ダディズテソーロ 	3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米 Teresa Viola Rac-

ing Stable, LLC 448＋ 2 〃 クビ 77．1�
34 トリコロールライト 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 474－ 41：58．42� 111．9�
813 セ ン ト ー サ 牡3栗 56

54 △武藤 雅保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B470－ 61：58．5クビ 38．4�
711 ダンツタイヨウ 	3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 494－26 〃 クビ 60．9�
33 シュネルスト 牡3栗 56 原田 和真 �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 藤本牧場 506－ 21：58．71� 222．8�
610 エレクシオン 	3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 506－ 21：58．91 97．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，420，700円 複勝： 31，781，200円 枠連： 10，614，600円
馬連： 36，880，400円 馬単： 18，065，100円 ワイド： 25，433，500円
3連複： 51，356，300円 3連単： 66，598，000円 計： 263，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 460円 � 150円 枠 連（2－8） 4，570円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 15，430円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 560円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 67，810円

票 数

単勝票数 計 224207 的中 � 21991（5番人気）
複勝票数 計 317812 的中 � 28177（5番人気）� 14170（7番人気）� 70365（1番人気）
枠連票数 計 106146 的中 （2－8） 1799（13番人気）
馬連票数 計 368804 的中 �� 3407（23番人気）
馬単票数 計 180651 的中 �� 878（44番人気）
ワイド票数 計 254335 的中 �� 2289（28番人気）�� 12470（5番人気）�� 5338（13番人気）
3連複票数 計 513563 的中 ��� 4509（25番人気）
3連単票数 計 665980 的中 ��� 712（195番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―13．2―12．5―12．2―12．7―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．8―51．0―1：03．5―1：15．7―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カイトセブン �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 タイキシャーロック デビュー 2017．8．19 新潟2着

2015．2．15生 牡3黒鹿 母 リ ュ ウ ヨ ウ 母母 リュウダイヤモンド 7戦1勝 賞金 10，550，000円

14040 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4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

813 シゲルボブキャット 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 456－ 43：08．9 3．7�
610 サンホッブズ 牡5鹿 60 石神 深一 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478± 03：09．53� 32．4�
69 � スフバータル 牡5栗 60 草野 太郎�和田牧場 清水 英克 新ひだか 城市 公 516＋12 〃 アタマ 27．4�
58 ケイティープライド 牡8鹿 60 平沢 健治�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 ハナ 3．2�
11 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 上野 翔 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 504＋ 63：10．13� 14．4	
45 テイエムフタエマル 牝6鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 490＋ 2 〃 クビ 30．0

46 マイブルーヘブン 牡4鹿 59 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 476＋ 63：10．73� 21．1�
814 アンヴェイルド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 アタマ 13．1�
712� シンボリダルク 牝5青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 478＋ 63：11．76 3．9
711 ヴァーサトル 牡6黒鹿60 蓑島 靖典水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 502＋ 23：12．01� 116．8�
34 � ケイビイノキセキ 牡6鹿 60 大江原 圭菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 534＋ 23：14．0大差 23．0�
22 ポルトボナール 牡6黒鹿60 金子 光希後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 488＋ 33：14．85 86．8�
57 トモノセンス 牡4鹿 59 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 502± 03：15．33 16．8�
33 スカイステージ 牡5黒鹿60 小野寺祐太佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 474－ 23：15．51 116．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，332，800円 複勝： 15，894，500円 枠連： 9，170，300円
馬連： 27，651，400円 馬単： 15，050，200円 ワイド： 18，365，600円
3連複： 45，643，500円 3連単： 60，973，000円 計： 206，081，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 700円 � 600円 枠 連（6－8） 1，920円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，330円 �� 7，250円

3 連 複 ��� 44，400円 3 連 単 ��� 192，190円

票 数

単勝票数 計 133328 的中 � 28710（2番人気）
複勝票数 計 158945 的中 � 36124（1番人気）� 4764（10番人気）� 5739（9番人気）
枠連票数 計 91703 的中 （6－8） 3701（7番人気）
馬連票数 計 276514 的中 �� 3649（21番人気）
馬単票数 計 150502 的中 �� 1124（36番人気）
ワイド票数 計 183656 的中 �� 2487（24番人気）�� 3628（13番人気）�� 637（56番人気）
3連複票数 計 456435 的中 ��� 771（109番人気）
3連単票数 計 609730 的中 ��� 230（495番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 50．7－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

シゲルボブキャット �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．4 阪神4着

2014．3．3生 牡4栗 母 クィーンマーメイド 母母 マーメイドゴールド 障害：3戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 テイエムフタエマル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）について過怠金10，000円。

スフバータル号の騎手草野太郎は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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 ムーンドロップ号



14041 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4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）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

35 ラヴファンシフル 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．4 2．5�
59 コロンバスデイ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454－ 41：47．82� 5．4�
11 ブリリアントリリー 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史 �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 B460± 01：47．9� 9．3�

712 マ ル ル ー 牝3鹿 54
53 ☆義 英真吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468－181：48．11� 14．8�

611 シャイニンオスカー 牝3黒鹿 54
52 △武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476－121：48．2� 6．5	
58 メイショウメイホウ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466± 01：48．3� 42．8

46 エリープライム 牝3鹿 54 秋山真一郎谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下

ファーム 434－ 41：48．4� 44．8�
610 マ リ ー ツ ァ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 456＋ 21：48．5クビ 9．4�
814 ル プ ス 牝3青鹿54 菱田 裕二中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 484＋101：48．71� 13．4
713 エマブルーム 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 436－ 61：48．8� 13．2�
47 プロットツイスト 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 康弘氏 青木 孝文 新ひだか 武 牧場 480－ 41：48．9� 238．9�
34 スイートハート 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 420－ 61：49．85 77．4�
23 サヴォアフェール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也青山 洋一氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 422± 01：50．22� 225．2�
815 ヴェルヴェット 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 増本牧場 454＋ 41：51．37 70．5�
22 セイルフィッシュ 牝3鹿 54 津村 明秀�下河辺牧場 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 480 ―1：51．51� 87．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，755，100円 複勝： 28，382，400円 枠連： 9，900，600円
馬連： 36，796，000円 馬単： 19，070，100円 ワイド： 26，381，700円
3連複： 51，154，000円 3連単： 63，552，200円 計： 255，992，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 220円 枠 連（3－5） 400円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 260円 �� 470円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 207551 的中 � 64875（1番人気）
複勝票数 計 283824 的中 � 69778（1番人気）� 55479（2番人気）� 24368（5番人気）
枠連票数 計 99006 的中 （3－5） 18745（1番人気）
馬連票数 計 367960 的中 �� 49302（1番人気）
馬単票数 計 190701 的中 �� 14588（1番人気）
ワイド票数 計 263817 的中 �� 28949（1番人気）�� 13607（4番人気）�� 11022（8番人気）
3連複票数 計 511540 的中 ��� 33313（1番人気）
3連単票数 計 635522 的中 ��� 11270（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．9―12．6―12．4―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―34．6―46．5―59．1―1：11．5―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．9
3 15－7（1，2）10－11，5，13（3，9，14）（8，12）－（4，6） 4 15－7（1，2）10－（5，11）13（9，14）3（8，12）（4，6）

勝馬の
紹 介

ラヴファンシフル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．18 福島4着

2015．3．21生 牝3鹿 母 デアリングハート 母母 デアリングダンジグ 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 セイルフィッシュ号の騎手津村明秀は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイルフィッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月6日まで平地競

走に出走できない。

14042 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

35 サラドリーム 牝3黒鹿54 嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 420＋14 56．1 4．2�

611 プリンシアブラスカ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 434－ 2 56．2� 2．7�

47 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 460＋14 56．83� 7．8�
510 カクカクシカジーカ 牝3芦 54 松田 大作芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 410－ 6 〃 クビ 19．6�
714 モ シ モ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 430－ 6 57．22� 5．7�
713 ウインソリティア 牝3鹿 54 津村 明秀�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 422－ 2 57．3クビ 49．5	
59 ド ゥ ル ガ ー 牝3青鹿54 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 434＋16 57．51� 12．6�
23 ド ロ テ ー ア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B418＋ 4 57．6� 27．1�

48 グッディソング 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 芳夫氏 清水 英克 平取 高橋 啓 450 ― 57．7� 166．9
815 タガノホタル 牝3黒鹿54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ― 57．91� 20．5�
11 ナイトジュレップ 牡3栗 56 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 4 58．0� 13．7�
24 ヴァイザッハ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治山本 律氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 406－ 2 58．1クビ 201．5�
816 トミケンフィーナ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也冨樫 賢二氏 竹内 正洋 新ひだか 田中 裕之 416－12 58．2� 125．4�
12 マイネルフィリップ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 B452－22 〃 クビ 206．8�
36 ビューティアイリス 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹
和田牧場 林 徹 新冠 対馬 正 426＋ 8 58．3� 304．1�
612 スズカシャルム 牝3栗 54 石川裕紀人永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 420 ― 59．47 79．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，531，300円 複勝： 25，515，800円 枠連： 11，383，500円
馬連： 37，293，200円 馬単： 20，594，400円 ワイド： 28，124，300円
3連複： 59，210，400円 3連単： 76，536，300円 計： 279，189，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 120円 � 250円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 270円 �� 810円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 205313 的中 � 38606（2番人気）
複勝票数 計 255158 的中 � 34571（3番人気）� 71352（1番人気）� 19624（6番人気）
枠連票数 計 113835 的中 （3－6） 17514（1番人気）
馬連票数 計 372932 的中 �� 47854（1番人気）
馬単票数 計 205944 的中 �� 10814（3番人気）
ワイド票数 計 281243 的中 �� 30666（1番人気）�� 7979（8番人気）�� 13333（4番人気）
3連複票数 計 592104 的中 ��� 24065（2番人気）
3連単票数 計 765363 的中 ��� 6331（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．8―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．5―33．3―44．0

上り4F43．9－3F33．6
勝馬の
紹 介

サラドリーム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．22 東京6着

2015．4．22生 牝3黒鹿 母 サイレントソニック 母母 ムーンライトガーデンズ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカシャルム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月6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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アッシジ号・キョウエイダブリン号・クッカ号・シセイケナゲ号・バレンタインジェム号・フォレストガーデン号・

レクイエム号・レディライク号



14043 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第7競走 1，800�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 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

815 アルスフェルト 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 81：53．0 4．4�

46 レッドエレノア 牝4青鹿55 津村 明秀 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 536－ 21：53．63� 5．0�
23 エイシンムジカ 牝4栗 55 丸田 恭介平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 482± 0 〃 ハナ 3．0�
713 プリエンプト 牝4栗 55 和田 竜二 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472－ 41：53．81� 5．1�
58 � ラレッサングル 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450－ 21：54．12 9．7	
59 サムシングフレア 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 486＋ 41：54．41� 104．4

22 ペイシャリサ 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 474－ 41：54．5� 87．6�
611 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55

52 ▲藤田菜七子杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 462＋ 41：54．71 19．1�
34 ラ ペ ル ト ワ 牝5青 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 514＋ 41：54．8� 67．7
610 サツキユニヴァース 牝4栗 55 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 440－ 21：55．01 63．9�
712 ブランニューカップ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 452＋ 81：55．21� 159．8�
11 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 丸山 元気古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 508＋ 8 〃 クビ 16．6�
47 イダフェイマ 牝5芦 55 伴 啓太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：55．41 130．9�
35 ルーナデラセーラー 牝4黒鹿55 菱田 裕二加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 480＋ 61：55．61 35．9�
814 ポ ロ ス 牝5鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 476＋ 81：55．7� 457．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，421，600円 複勝： 30，677，000円 枠連： 8，274，600円
馬連： 38，621，900円 馬単： 19，736，900円 ワイド： 28，277，900円
3連複： 52，244，400円 3連単： 71，454，400円 計： 269，708，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（4－8） 1，400円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 490円 �� 310円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 204216 的中 � 36546（2番人気）
複勝票数 計 306770 的中 � 47098（2番人気）� 39995（4番人気）� 73931（1番人気）
枠連票数 計 82746 的中 （4－8） 4580（6番人気）
馬連票数 計 386219 的中 �� 20622（6番人気）
馬単票数 計 197369 的中 �� 5655（12番人気）
ワイド票数 計 282779 的中 �� 13692（6番人気）�� 23974（2番人気）�� 24739（1番人気）
3連複票数 計 522444 的中 ��� 30691（3番人気）
3連単票数 計 714544 的中 ��� 5660（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．7―12．3―12．1―12．9―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．3―1：01．6―1：13．7―1：26．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アルスフェルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．23 東京10着

2013．1．11生 牝5黒鹿 母 アルスノヴァ 母母 オリエンタルアート 18戦2勝 賞金 31，200，000円

14044 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 ゲンキチハヤブサ �6栗 57 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 468＋121：08．8 7．7�

47 マ ジ ョ ラ ム 牝4鹿 55 石川裕紀人�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 61：09．01� 7．1�

713 シュエットヌーベル 牝4栗 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 81：09．1クビ 14．2�

12 サラデコラシオン 牝4栗 55 津村 明秀川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 434＋ 2 〃 ハナ 49．5�
23 メイショウトキン �5黒鹿57 柴田 善臣松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 476－ 21：09．2� 7．4�
24 マイネルパッセ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 4 〃 アタマ 4．9	
612 インシュラー �4鹿 57 三浦 皇成 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 438－121：09．3� 7．5�
11 フェアラフィネ 牝6芦 55 秋山真一郎ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 460－ 4 〃 ハナ 7．9�
611 ノーブルプルート 牝4鹿 55

53 △武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 474± 0 〃 ハナ 11．7
36 コ リ ー ナ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 458＋ 61：09．61� 51．4�
59 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 松田 大作名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 466－ 2 〃 クビ 13．8�
815 トウカイクローネ 牡6青鹿57 熊沢 重文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 478＋ 21：09．7� 30．2�
714 アントレーン 牝4栗 55 長岡 禎仁鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 444＋ 21：09．8� 189．3�
816� ルナフォース 牝4栗 55 川島 信二上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 422－131：10．22� 139．6�
48 ラブリイメッセージ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B460＋ 4 〃 アタマ 146．8�
510 ニシノヒナマツリ 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 478± 0 〃 クビ 14．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，908，100円 複勝： 28，296，800円 枠連： 13，211，900円
馬連： 45，737，000円 馬単： 18，671，200円 ワイド： 32，162，700円
3連複： 63，199，000円 3連単： 75，996，100円 計： 296，182，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 260円 � 420円 枠 連（3－4） 2，820円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，140円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 17，310円 3 連 単 ��� 102，030円

票 数

単勝票数 計 189081 的中 � 19633（5番人気）
複勝票数 計 282968 的中 � 25828（4番人気）� 30764（2番人気）� 16463（10番人気）
枠連票数 計 132119 的中 （3－4） 3619（15番人気）
馬連票数 計 457370 的中 �� 10491（12番人気）
馬単票数 計 186712 的中 �� 1913（27番人気）
ワイド票数 計 321627 的中 �� 6405（13番人気）�� 3848（32番人気）�� 3146（40番人気）
3連複票数 計 631990 的中 ��� 2738（70番人気）
3連単票数 計 759961 的中 ��� 540（402番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンキチハヤブサ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．6．28 阪神7着

2012．3．27生 �6栗 母 ラーチャプルック 母母 ス ー テ ィ ー 32戦2勝 賞金 29，638，000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。
（非抽選馬） 2頭 ブライトンピア号・フリームーヴメント号



14045 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4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）

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

22 � チリーシルバー 牝4栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest
Farm, LLC 500＋ 41：11．2 5．6�

712 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 484－ 41：11．51� 12．2�
815 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 476＋ 21：12．13� 14．3�
35 クリノケンリュウ 牡4栗 57 川島 信二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 480－12 〃 クビ 30．0�
23 	 メイショウヒボタン 牝4栗 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 452－ 21：12．2クビ 15．9�
814 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 藤懸 貴志松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 B444－ 8 〃 アタマ 26．4	
611 メイショウバンダイ 牡5栗 57

55 △森 裕太朗松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 462－ 2 〃 クビ 82．1

58 	 ワンダーグロワール 牡6鹿 57 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 514＋ 41：12．3クビ 3．2�
47 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57 津村 明秀�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 474＋ 4 〃 クビ 7．3
34 � アイアンヒロイン 牝5鹿 55 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 504－ 61：12．4� 36．0�
610� アースコレクション 牡5鹿 57 和田 竜二 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

518－ 41：12．5� 8．4�
46 ショウナンタイザン 牡5黒鹿57 秋山真一郎国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 504± 0 〃 クビ 6．0�
11 	 カイシュウキリシマ 牡5栗 57 黛 弘人飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 B476－ 21：12．71 92．1�
713 ファーストオーサー 牡7黒鹿 57

56 ☆木幡 初也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 490－ 21：12．91� 209．3�
59 	 サンデーストリート 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 462－ 21：13．1� 312．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，134，200円 複勝： 32，662，100円 枠連： 13，161，600円
馬連： 48，829，600円 馬単： 21，922，100円 ワイド： 35，644，400円
3連複： 66，290，800円 3連単： 85，362，700円 計： 327，007，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 420円 � 500円 枠 連（2－7） 2，130円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，760円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 14，460円 3 連 単 ��� 66，680円

票 数

単勝票数 計 231342 的中 � 32691（2番人気）
複勝票数 計 326621 的中 � 47098（2番人気）� 18997（7番人気）� 15303（9番人気）
枠連票数 計 131616 的中 （2－7） 4777（10番人気）
馬連票数 計 488296 的中 �� 13857（11番人気）
馬単票数 計 219221 的中 �� 3187（18番人気）
ワイド票数 計 356444 的中 �� 7523（14番人気）�� 5205（25番人気）�� 3552（33番人気）
3連複票数 計 662908 的中 ��� 3438（48番人気）
3連単票数 計 853627 的中 ��� 928（222番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チリーシルバー �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．1．17 京都1着

2014．4．24生 牝4栗 母 Jacey’s Reward 母母 Kissing Gate 9戦2勝 賞金 20，045，000円
〔発走状況〕 ヴィーグリーズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ヴィーグリーズ号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エルヴス号・キョウエイガウディ号・サマニー号・セイウンアワード号・ダブルスプリット号・ラッシュワールド号

14046 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第10競走 ��1，600�
さんじょう

三 条 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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

713 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 三浦 皇成兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－101：34．9 5．4�
47 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 504－ 61：35．0� 7．1�
48 クインズサン 牡5青 57 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 浦河 日進牧場 456－ 21：35．1クビ 5．1�
611 サトノオニキス 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 420－ 8 〃 クビ 17．7�
815 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 勝浦 正樹永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 500＋ 61：35．31� 12．9�
612 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 468－ 41：35．4� 28．7	
35 ゴールドポセイドン 牡4鹿 57 荻野 極 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 470＋161：35．61� 31．5


12 ヒロシゲグローリー 牡4鹿 57 松田 大作阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 508＋34 〃 ハナ 8．5�
24 アルパーシャン 牡6栗 57 田中 勝春�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 462－ 41：35．7	 32．9
23 トルネードアレイ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 448－ 41：35．91 4．4�
816 ア マ ノ ガ ワ 牝4黒鹿55 木幡 巧也�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 442＋10 〃 ハナ 215．5�
11 コマノレジーナ 牝4黒鹿55 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 422＋ 21：36．11� 8．4�
36 
 ワンダープレジール 牡6黒鹿57 石川裕紀人山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 454－ 81：36．2	 67．2�
510 バトルグランドリイ 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 B450± 01：36．3	 107．2�
714 クラウンスカイ 牡5青鹿57 井上 敏樹�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 458－ 21：36．62 200．0�
59 アークアーセナル 牡5鹿 57 木幡 初也 �アフロin El Paso 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 492± 0 〃 クビ 108．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，857，100円 複勝： 40，950，000円 枠連： 19，241，300円
馬連： 66，856，600円 馬単： 29，630，600円 ワイド： 42，891，600円
3連複： 95，465，000円 3連単： 117，255，900円 計： 439，148，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 230円 � 180円 枠 連（4－7） 830円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 14，840円

票 数

単勝票数 計 268571 的中 � 39405（3番人気）
複勝票数 計 409500 的中 � 62529（3番人気）� 41972（4番人気）� 63449（2番人気）
枠連票数 計 192413 的中 （4－7） 17852（3番人気）
馬連票数 計 668566 的中 �� 29072（5番人気）
馬単票数 計 296306 的中 �� 7390（6番人気）
ワイド票数 計 428916 的中 �� 16476（5番人気）�� 19192（3番人気）�� 17005（4番人気）
3連複票数 計 954650 的中 ��� 26972（2番人気）
3連単票数 計1172559 的中 ��� 5727（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．4―12．4―11．3―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―48．9―1：01．3―1：12．6―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．6
3 ・（2，14）13（3，9）（5，16）（4，12，10）（8，15）－（6，7）（1，11） 4 ・（2，14）13（3，9，16）（5，4，10）（8，12）15（6，1，7）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイケイレーヴ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Lord At War デビュー 2015．8．16 新潟6着

2013．5．8生 牝5鹿 母 ラ プ ー マ 母母 Raise a Holme 11戦2勝 賞金 22，406，000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 グリニッチヴィレジ号



14047 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第11競走 ��2，000�第40回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，29．5．6以降30．4．29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

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 スズカデヴィアス 牡7黒鹿56．5 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 512－ 22：00．0 8．2�
714 ステイインシアトル 牡7黒鹿57 秋山真一郎青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 82：00．1� 26．7�
12 ナスノセイカン 牡6鹿 55 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 478＋ 22：00．2� 43．2�
510 ト リ オ ン フ �4黒鹿57 松田 大作�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－ 6 〃 アタマ 3．0�
35 トーセンマタコイヤ 牡7青鹿54 柴田 善臣島川 	哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－ 82：00．3� 18．4

612 マイスタイル 牡4鹿 55 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 466＋122：00．4クビ 5．3�
23 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 石川裕紀人田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464± 0 〃 ハナ 80．9�
48 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿55 丸田 恭介河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 462－10 〃 ハナ 8．1
816 アウトライアーズ 牡4鹿 54 横山 武史丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 494－122：00．61	 65．0�
24 シャイニープリンス 牡8青鹿56 勝浦 正樹小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 502－ 2 〃 ハナ 180．3�
713 ステファノス 牡7鹿 58 和田 竜二 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 5．9�
47 カレンラストショー 牡6栗 54 荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 15．9�
611 ハッピーユニバンス 牝6黒鹿51 藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 62：00．7クビ 37．4�
815 ロッカフラベイビー 牝6黒鹿51 杉原 誠人山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 クビ 59．7�
59 ナイトオブナイツ 牡5栗 54 津村 明秀市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 458± 02：00．91	 18．2�
36 ラインルーフ 牡6栗 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 514－ 42：01．11	 80．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，547，600円 複勝： 157，058，000円 枠連： 71，994，600円
馬連： 419，091，600円 馬単： 150，409，200円 ワイド： 217，408，000円
3連複： 675，804，700円 3連単： 831，833，500円 計： 2，636，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 940円 � 1，020円 枠 連（1－7） 1，710円

馬 連 �� 10，890円 馬 単 �� 20，690円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 3，370円 �� 14，750円

3 連 複 ��� 106，860円 3 連 単 ��� 581，000円

票 数

単勝票数 計1125476 的中 � 108851（5番人気）
複勝票数 計1570580 的中 � 175097（4番人気）� 40486（10番人気）� 37316（11番人気）
枠連票数 計 719946 的中 （1－7） 32588（10番人気）
馬連票数 計4190916 的中 �� 29803（36番人気）
馬単票数 計1504092 的中 �� 5450（70番人気）
ワイド票数 計2174080 的中 �� 18322（34番人気）�� 16718（39番人気）�� 3758（94番人気）
3連複票数 計6758047 的中 ��� 4743（248番人気）
3連単票数 計8318335 的中 ��� 1038（1283番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．9―49．4―1：02．3―1：15．0―1：26．9―1：37．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．1
3 6，14（2，7，10）（4，12）（1，5，16）（3，13）（11，9）（15，8） 4 ・（6，14）（2，7）10（1，4，12）5（11，3，13，16）（15，8，9）

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡7黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 33戦5勝 賞金 216，897，000円
〔制裁〕 ハクサンルドルフ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13

番・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。
（非抽選馬） 1頭 ウインテンダネス号

14048 5月6日 晴 良 （30新潟1）第4日 第12競走 ��1，200�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走16時00分 （ダート・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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

58 � スーパーモリオン 牡4青鹿57 津村 明秀林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 508－ 21：11．7 2．6�

611� ブランメジェール 牝4芦 55 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox

Farm 478± 0 〃 ハナ 4．6�
34 アッティーヴォ 牡4栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 456＋ 61：11．8� 9．9�
59 � アドマイヤシャドウ 牡9鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508＋ 41：11．9クビ 158．5�
46 エ ッ シ ャ ー 	4栗 57 丸山 元気小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 470－201：12．0� 38．1�
815� テキスタイルアート 	6青鹿57 松田 大作岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476± 01：12．1クビ 12．9	
712 サンビショップ 	6栗 57 川島 信二
三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 466＋ 8 〃 クビ 21．3�
23 レディーピンク 牝8鹿 55 丹内 祐次小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 468＋ 21：12．2クビ 289．8�
22 エイシンカーニバル 牡6栗 57 荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476± 0 〃 クビ 16．6
713� ステラルーチェ 牡6栗 57 丸田 恭介池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B478± 01：12．3クビ 25．7�
11 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 B498－ 8 〃 ハナ 36．8�
610 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 木幡 巧也一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 456± 01：12．61
 50．9�
814 スズカプリズム 牝5栗 55 石川裕紀人永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 478－ 2 〃 アタマ 7．4�
35 サクラヴァローレ 牡7鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 伊藤 敏明 508± 01：12．91� 242．8�
47 ペイシャバラード 牝5黒鹿55 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448－ 41：13．64 8．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，454，700円 複勝： 64，861，500円 枠連： 24，892，200円
馬連： 111，382，800円 馬単： 45，879，000円 ワイド： 67，039，700円
3連複： 148，411，900円 3連単： 203，898，500円 計： 718，820，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 230円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 440円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 6，880円

票 数

単勝票数 計 524547 的中 � 156914（1番人気）
複勝票数 計 648615 的中 � 148649（1番人気）� 106241（2番人気）� 57290（5番人気）
枠連票数 計 248922 的中 （5－6） 30587（1番人気）
馬連票数 計1113828 的中 �� 114721（1番人気）
馬単票数 計 458790 的中 �� 26749（1番人気）
ワイド票数 計 670397 的中 �� 65491（1番人気）�� 38349（2番人気）�� 20336（8番人気）
3連複票数 計1484119 的中 ��� 51894（3番人気）
3連単票数 計2038985 的中 ��� 21483（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーパーモリオン �
�
父 Archarcharch �

�
母父 Devil His Due デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．11生 牡4青鹿 母 Joyous Appeal 母母 Uniquely Appealing 16戦3勝 賞金 59，767，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 スーパーモリオン号の騎手津村明秀は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・3番）
※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） 1頭 ウインバローラス号
（非抽選馬） 4頭 カフェライジング号・シルバードリーム号・ビバラビダ号・メイショウボノム号

３レース目



（30新潟1）第4日 5月6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 182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

231，230，000円
15，380，000円
1，960，000円
27，650，000円
73，997，000円
5，818，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
363，889，800円
530，492，300円
208，850，600円
930，890，500円
397，254，300円
565，792，300円
1，397，860，700円
1，776，774，900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 6，171，805，400円

総入場人員 16，835名 （有料入場人員 14，969名）
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