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14049 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時50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

47 サイモンサーマル 牡3鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500－ 21：36．5 25．4�
714 ペプチドバンブー 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 480－ 61：36．6� 1．4�
612 トレジャード 牡3栗 56 横山 和生�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 480－ 4 〃 クビ 8．9�
11 テンタマユキノブ 牡3栗 56 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 村下 清志 434－ 81：36．7クビ 14．3�
36 インプレスシチー 牡3青 56 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 456＋ 2 〃 クビ 8．6	
510 アーリーバード 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 454± 01：36．8クビ 43．6

12 ワールドビーター �3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B426＋ 21：37．01� 18．5�

611 ヨ ツ バ ヒ メ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 404 ―1：37．21� 33．8�

24 ショーマノキセキ 牡3鹿 56 吉田 隼人塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 460－ 2 〃 アタマ 70．6
35 ティアップアリア 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 444± 01：37．41� 21．1�
713 アールビット 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 448－ 4 〃 クビ 143．7�
48 エ ピ リ マ イ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 480－ 21：37．5� 103．5�

815 マジックランタン 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治深澤 朝房氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 448± 01：38．24 216．2�

59 アイファーブレーヴ 牡3黒鹿 56
53 ▲服部 寿希中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 462± 01：38．3� 79．8�

23 マイネルゲルトナー 牡3栗 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 日高 瀬戸牧場 466＋ 21：38．4	 94．7�

816 マリノシーブリーズ 牝3青鹿54 宮崎 北斗和田 志保氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 436 ―1：39．03� 239．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，409，400円 複勝： 66，623，700円 枠連： 8，475，400円
馬連： 30，014，700円 馬単： 19，584，300円 ワイド： 21，797，700円
3連複： 46，213，500円 3連単： 68，015，500円 計： 277，134，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 340円 � 110円 � 180円 枠 連（4－7） 1，600円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，330円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 36，520円

票 数

単勝票数 計 164094 的中 � 5152（7番人気）
複勝票数 計 666237 的中 � 11827（7番人気）� 508487（1番人気）� 28841（2番人気）
枠連票数 計 84754 的中 （4－7） 4085（5番人気）
馬連票数 計 300147 的中 �� 12772（6番人気）
馬単票数 計 195843 的中 �� 2598（17番人気）
ワイド票数 計 217977 的中 �� 7926（7番人気）�� 3725（17番人気）�� 25331（1番人気）
3連複票数 計 462135 的中 ��� 12896（7番人気）
3連単票数 計 680155 的中 ��� 1350（100番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．2―12．6―12．5―11．5―10．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．8―49．4―1：01．9―1：13．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンサーマル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．1．14 中京13着

2015．2．6生 牡3鹿 母 サイモンドルチェ 母母 フェアリーワルツ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ペプチドバンブー号の騎手富田暁は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 サンルイビル号
（非抽選馬） 2頭 サトノゲイル号・トーホウディアーナ号

14050 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5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

22 スマートアイビス 牡3黒鹿 56
54 △富田 暁大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 500＋ 41：12．1 3．8�

47 グラデュエイト 牡3青鹿56 菱田 裕二阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：12．52� 9．6�
23 スマートギャツビー 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 476＋ 61：12．71 7．0�
815 ラインマッシモ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 458－121：13．02 68．5�
611 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 北村 友一田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B462＋ 2 〃 ハナ 3．5�
713 ユーデモニクス 牡3青鹿56 丸山 元気岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 61：13．1クビ 6．4�
35 カノウムスビ 牡3栗 56 太宰 啓介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 482－14 〃 クビ 50．2	
814� レファレンスブック 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 英 Broughton
Bloodstock 458－ 21：13．42 14．4


712 ビーコンファイヤー 牝3青鹿 54
53 ☆義 英真鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 462－ 8 〃 ハナ 32．4�

58 マ エ ム キ 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹山下 良子氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 B432－141：13．82� 173．6�

610 ウェディングフォト 牡3鹿 56 丹内 祐次ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488± 01：14．54 10．7

46 トーセンヴェント 牡3青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 470± 0 〃 ハナ 199．4�

34 ラッキーユー 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 452－ 41：14．6クビ 22．5�
59 トミケンセーグラ 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 杉浦 宏昭 浦河 フクオカファーム 452＋141：15．13 45．8�
11 ワンダーコンセギル 牡3栗 56 柴田 未崎山本 能成氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 498＋141：15．84 195．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，609，600円 複勝： 25，009，100円 枠連： 8，179，500円
馬連： 24，524，800円 馬単： 12，087，800円 ワイド： 19，000，200円
3連複： 32，016，800円 3連単： 38，330，200円 計： 173，758，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 270円 � 220円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 830円 �� 550円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 16，270円

票 数

単勝票数 計 146096 的中 � 30648（2番人気）
複勝票数 計 250091 的中 � 44066（2番人気）� 21520（5番人気）� 28191（3番人気）
枠連票数 計 81795 的中 （2－4） 4954（5番人気）
馬連票数 計 245248 的中 �� 9239（7番人気）
馬単票数 計 120878 的中 �� 2768（11番人気）
ワイド票数 計 190002 的中 �� 5753（10番人気）�� 9103（5番人気）�� 6320（8番人気）
3連複票数 計 320168 的中 ��� 6487（8番人気）
3連単票数 計 383302 的中 ��� 1707（33番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―12．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアイビス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Danzig デビュー 2018．4．1 阪神4着

2015．3．5生 牡3黒鹿 母 コンペリングリーズン 母母 Compel 3戦1勝 賞金 6，250，000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。
（非抽選馬） 5頭 シゲルキュウリ号・スガノインディ号・ペイシャオブライフ号・ムーンサルト号・メルトポイント号

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

510 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 466＋ 62：03．5 130．1�

714 スタートアップ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 498＋ 82：03．71� 6．6�
713 ウインプライマリー 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 2 〃 クビ 16．6�
48 クイーンズムーヴ 牝3鹿 54 丸田 恭介ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－10 〃 ハナ 17．7�
59 マ ル ケ ッ サ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：04．01� 3．2	
23 ブライトロージー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 9．0

816 パルティーレ 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462－ 22：04．1� 35．3�
36 メイショウマンカイ 牝3鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 422－ 82：04．2� 5．6�
612 ア イ シ ャ 牝3栗 54 勝浦 正樹大島 昌也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム B444－ 42：04．3� 9．8
24 ナ ナ ル テ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 424－ 62：04．4� 85．9�
35 コンフェイト 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 11．3�
11 ウーマンレジェンド 牝3黒鹿54 横山 和生栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 474＋ 22：04．5� 120．8�
815 ヤマタケクッキー 牝3鹿 54 黛 弘人山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 486－ 22：04．6クビ 155．7�
47 マ ノ ン 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 422－122：04．92 15．0�
12 インペリオーソ 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 460＋ 22：05．11� 23．4�
611 デイジーブリランテ 牝3黒鹿54 丸山 元気�三嶋牧場 �島 一歩 浦河 三嶋牧場 452－ 62：05．95 36．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，012，600円 複勝： 21，564，400円 枠連： 8，357，400円
馬連： 24，747，000円 馬単： 11，965，000円 ワイド： 19，358，900円
3連複： 35，639，700円 3連単： 42，601，000円 計： 179，246，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，010円 複 勝 � 2，760円 � 250円 � 420円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 36，050円 馬 単 �� 53，730円

ワ イ ド �� 10，770円 �� 20，030円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 166，020円 3 連 単 ��� 1，065，020円

票 数

単勝票数 計 150126 的中 � 923（15番人気）
複勝票数 計 215644 的中 � 1728（14番人気）� 26564（2番人気）� 13414（6番人気）
枠連票数 計 83574 的中 （5－7） 8256（2番人気）
馬連票数 計 247470 的中 �� 532（74番人気）
馬単票数 計 119650 的中 �� 167（128番人気）
ワイド票数 計 193589 的中 �� 457（76番人気）�� 245（96番人気）�� 3645（14番人気）
3連複票数 計 356397 的中 ��� 161（291番人気）
3連単票数 計 426010 的中 ��� 29（1813番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―13．3―12．9―12．3―12．0―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．3―50．6―1：03．5―1：15．8―1：27．8―1：39．4―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクセンジョウオー �
�
父 サムライハート �

�
母父 モルフェデスペクタ デビュー 2018．1．27 東京15着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 モルフェキイ 母母 ハセノグッドダンス 3戦1勝 賞金 5，000，000円

14052 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 バレーノロッソ 牡3栗 56
53 ▲川又 賢治 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋181：47．7 16．3�

714 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 450－ 21：47．8� 3．8�
612 ピースラヴィング 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 512－ 41：47．9� 42．3�
11 ウィズワンアコード 牡3栗 56

54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 476－ 61：48．0� 52．1�
815 カ ラ ド ゥ ラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：48．1� 19．4�

24 オートヴィル 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：48．2� 19．7

36 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± 0 〃 クビ 29．0�
611 スターズテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太了德寺健二ホール
ディングス	 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 506＋ 41：48．3クビ 25．2�

35 ミッキーボニータ 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 クビ 3．9

48 ネ ル 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 488± 01：48．4クビ 5．5�

12 エバートロピカル 牝3黒鹿 54
52 △富田 暁宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 6．1�

713 モンサルヴァート 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム B442－10 〃 ハナ 34．9�

816 サンライズローリエ 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 464 ―1：48．82 52．1�
59 ホウオウシックス 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：49．22� 22．9�
510 オ モ ウ ツ ボ 牝3鹿 54 長岡 禎仁鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 480± 0 〃 アタマ 64．2�
47 トウケイサミドリ 牝3鹿 54 原田 和真木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 456＋10 〃 アタマ 257．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，124，600円 複勝： 26，173，300円 枠連： 8，400，300円
馬連： 29，131，300円 馬単： 14，478，300円 ワイド： 22，265，700円
3連複： 39，200，500円 3連単： 45，064，700円 計： 201，838，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 500円 � 170円 � 740円 枠 連（2－7） 2，090円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 3，330円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 58，680円 3 連 単 ��� 340，330円

票 数

単勝票数 計 171246 的中 � 8385（5番人気）
複勝票数 計 261733 的中 � 11910（6番人気）� 52866（1番人気）� 7598（11番人気）
枠連票数 計 84003 的中 （2－7） 3103（9番人気）
馬連票数 計 291313 的中 �� 4411（15番人気）
馬単票数 計 144783 的中 �� 983（34番人気）
ワイド票数 計 222657 的中 �� 2961（21番人気）�� 1718（38番人気）�� 1638（39番人気）
3連複票数 計 392005 的中 ��� 501（167番人気）
3連単票数 計 450647 的中 ��� 96（922番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．3―12．0―12．0―11．7―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．7―48．0―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バレーノロッソ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．23 阪神6着

2015．4．7生 牡3栗 母 イタリアンレッド 母母 バルドネキア 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 トウケイサミドリ号の騎手原田和真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。



14053 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時05分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

68 スズカワークシップ 牡3鹿 56 丸山 元気永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 464± 02：28．1 3．6�
45 バトルハクオウ 牡3芦 56 勝浦 正樹宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 442＋ 42：28．2� 48．0�
11 サトノジュウザ 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：28．52 6．5�
56 ウインフォルティス 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 476± 02：28．6� 9．4�
710 ウインスペリウス 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 436＋102：29．34 19．0�
44 レ ジ ス タ 牡3鹿 56 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋ 42：29．51 29．7	
711 カーヴェドロワ 牡3黒鹿56 北村 友一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 青森 諏訪牧場 B484－ 82：29．82 21．2

22 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 吉田 隼人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 460± 0 〃 ハナ 7．4�
33 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 	島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 476＋ 22：30．33 3．1�
57 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 B478＋ 42：30．4� 123．7
813 ジュンモユル 牡3鹿 56 黛 弘人河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル 492－ 42：30．61
 15．2�
69 アナザーサイレンス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 壮史氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B470± 02：31．02� 132．6�
812 ワイドライジング 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 474 ―2：32．49 28．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，837，000円 複勝： 23，351，500円 枠連： 8，074，200円
馬連： 27，075，200円 馬単： 15，125，300円 ワイド： 21，143，100円
3連複： 37，141，100円 3連単： 48，623，700円 計： 196，371，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 870円 � 240円 枠 連（4－6） 3，030円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 10，880円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 590円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 16，070円 3 連 単 ��� 68，310円

票 数

単勝票数 計 158370 的中 � 34519（2番人気）
複勝票数 計 233515 的中 � 46737（2番人気）� 5244（11番人気）� 25304（4番人気）
枠連票数 計 80742 的中 （4－6） 2061（16番人気）
馬連票数 計 270752 的中 �� 2541（28番人気）
馬単票数 計 151253 的中 �� 1042（39番人気）
ワイド票数 計 211431 的中 �� 2178（27番人気）�� 9943（5番人気）�� 973（46番人気）
3連複票数 計 371411 的中 ��� 1733（53番人気）
3連単票数 計 486237 的中 ��� 516（228番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―11．8―13．6―14．0―13．4―12．0―12．0―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．5―35．1―46．9―1：00．5―1：14．5―1：27．9―1：39．9―1：51．9―2：03．9―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカワークシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．7．15 函館4着

2015．5．14生 牡3鹿 母 アグネスワルツ 母母 メルロースウィート 10戦1勝 賞金 9，700，000円

14054 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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

33 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488－ 21：52．5 2．8�
11 クイックモーション 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B470－ 21：53．13� 5．4�
812 リュミエールドール 牝4鹿 55 �島 克駿 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 4 〃 クビ 4．4�
69 � レーヌミラクル 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 488＋ 41：53．41	 23．9�
56 クラウンロマン 牝5芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 460± 01：53．61� 34．2�
44 カ カ ア コ 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 2 〃 アタマ 10．8	
45 ストライクショット 牝5鹿 55 菱田 裕二
イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 01：53．81
 7．3�
22 レッドカルディア 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456± 01：54．01 55．8�
710 エンパイアガール 牝4黒鹿55 川島 信二太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 460－ 21：54．32 17．7
813 マースチェル 牝4栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 31：54．4	 150．5�
57 ラガーユミリン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 456－ 41：54．5� 51．2�
711� アスカダイヤモンド 牝4鹿 55 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 438＋ 41：55．67 160．8�
68 エンドレスコール 牝4黒鹿 55

53 △富田 暁 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B460－ 41：55．7	 12．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，241，600円 複勝： 21，402，700円 枠連： 6，784，300円
馬連： 25，749，000円 馬単： 15，125，400円 ワイド： 17，808，100円
3連複： 33，897，100円 3連単： 44，669，400円 計： 181，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 220円 �� 570円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 162416 的中 � 45481（1番人気）
複勝票数 計 214027 的中 � 51909（1番人気）� 31203（3番人気）� 41189（2番人気）
枠連票数 計 67843 的中 （1－3） 6590（3番人気）
馬連票数 計 257490 的中 �� 23917（2番人気）
馬単票数 計 151254 的中 �� 9024（3番人気）
ワイド票数 計 178081 的中 �� 12029（3番人気）�� 24256（1番人気）�� 7066（6番人気）
3連複票数 計 338971 的中 ��� 30635（1番人気）
3連単票数 計 446694 的中 ��� 8075（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．5―12．7―12．3―12．3―13．1―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―49．3―1：01．6―1：13．9―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレグラントブレス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．16 新潟5着

2013．2．14生 牝5芦 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 25戦2勝 賞金 46，650，000円
〔制裁〕 マースチェル号の騎手丹内祐次は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）



14055 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5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）
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

711� ストロボフラッシュ 牝5芦 55 菱田 裕二吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &
Felicia Branham 478＋ 61：11．4 5．3�

46 セイウンアワード 牡6鹿 57 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B546± 01：11．72 39．5�
22 ダブルスプリット 牡4栗 57 丸山 元気�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B488＋ 21：11．91	 5．8�
69 ナンベーサン 牡5芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 500－ 41：12．0クビ 7．4�
814 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 436± 01：12．1	 38．6�
45 
 タイキレガトゥス 牡6栗 57 荻野 琢真	大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B492＋ 61：12．2	 40．2

57 サ マ ニ ー �5青鹿57 吉田 隼人井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B476＋ 2 〃 ハナ 18．5�
58 フィールブリーズ 牡5鹿 57

55 △富田 暁水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 542＋ 61：12．3クビ 2．8�
712 トウショウスレッジ 牡5栗 57

54 ▲横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 2 〃 アタマ 20．2
610�
 ツインプラネット �8鹿 57

54 ▲川又 賢治窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Livestock
LLC, Fred W. Hertrich III &
John D. Fielding

510－ 21：12．51� 6．8�
813 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 島 克駿�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 472± 0 〃 クビ 157．4�
11 ベストインザスカイ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B514＋121：12．6� 32．3�
33 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 杉原 誠人	ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B482－ 61：13．23	 28．1�
34 
 ロードスヴァローグ 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 41：14．05 82．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，895，900円 複勝： 25，456，300円 枠連： 9，084，900円
馬連： 32，357，700円 馬単： 15，244，300円 ワイド： 22，466，200円
3連複： 41，015，200円 3連単： 48，852，100円 計： 213，372，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 740円 � 210円 枠 連（4－7） 2，690円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 15，990円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 710円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 99，480円

票 数

単勝票数 計 188959 的中 � 28327（2番人気）
複勝票数 計 254563 的中 � 39432（2番人気）� 6966（10番人気）� 34365（3番人気）
枠連票数 計 90849 的中 （4－7） 2612（8番人気）
馬連票数 計 323577 的中 �� 2286（34番人気）
馬単票数 計 152443 的中 �� 715（55番人気）
ワイド票数 計 224662 的中 �� 1946（31番人気）�� 8639（6番人気）�� 1695（37番人気）
3連複票数 計 410152 的中 ��� 1647（57番人気）
3連単票数 計 488521 的中 ��� 356（312番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストロボフラッシュ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．11．14 東京1着

2013．2．17生 牝5芦 母 Sheraton Park 母母 Queen’s Park 16戦3勝 賞金 42，297，000円
〔制裁〕 ダブルスプリット号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・8番）
※ロードスヴァローグ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14056 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：19．0
1：19．0

良
良

24 ニシノオウカン 牡4青鹿57 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B434－ 21：22．0 126．8�
714 ゴールドアピール 牝4鹿 55 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 464＋ 2 〃 クビ 10．7�
23 プラトリーナ 牝5鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 414＋121：22．1� 6．0�
48 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B462＋ 41：22．2� 5．6�
713 オープンザウェイ 牡6栗 57 吉田 隼人�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468－ 61：22．3クビ 22．1	
59 ハイアーグラウンド 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 ハナ 6．8

612 ニシノエアレス 牝4栗 55 �島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 456－ 2 〃 クビ 16．9�
611 フリームーヴメント 牡5栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：22．4クビ 40．8�
11 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 476－ 21：22．5� 2．8
510	 ツ キ ノ ミ チ 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 418－ 21：22．6� 25．2�
12 メイショウラバンド 牝7鹿 55

54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 460－ 21：22．81
 17．9�
47 ペプチドリリー 牝4黒鹿 55

53 △富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 444＋201：23．01 18．3�
815	 ソ ラ ー レ 牝5青鹿 55

52 ▲山田 敬士阿部東亜子氏 松永 康利 えりも 能登 浩 478± 01：23．21
 231．7�
35 ホッコーモモタン 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 422＋ 6 〃 ハナ 153．8�
36 	 ハ リ ー 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 76．6�
816	 ボクハチャーリー �4青鹿57 菱田 裕二原 �子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 484－ 41：23．62� 194．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，712，800円 複勝： 25，710，200円 枠連： 10，929，800円
馬連： 35，561，600円 馬単： 17，903，300円 ワイド： 26，718，500円
3連複： 47，069，900円 3連単： 58，093，600円 計： 242，699，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，680円 複 勝 � 2，430円 � 310円 � 210円 枠 連（2－7） 2，310円

馬 連 �� 58，630円 馬 単 �� 126，670円

ワ イ ド �� 13，170円 �� 8，200円 �� 980円

3 連 複 ��� 104，750円 3 連 単 ��� 896，120円

票 数

単勝票数 計 207128 的中 � 1306（13番人気）
複勝票数 計 257102 的中 � 2211（13番人気）� 21704（5番人気）� 38124（2番人気）
枠連票数 計 109298 的中 （2－7） 3658（11番人気）
馬連票数 計 355616 的中 �� 470（71番人気）
馬単票数 計 179033 的中 �� 106（148番人気）
ワイド票数 計 267185 的中 �� 510（69番人気）�� 822（60番人気）�� 7369（9番人気）
3連複票数 計 470699 的中 ��� 337（191番人気）
3連単票数 計 580936 的中 ��� 47（1307番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．5―47．2―58．6―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウカン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．7．10 福島1着

2014．4．20生 牡4青鹿 母 ウエルシュクイーン 母母 Stellar Empress 7戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 ペプチドリリー号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成30年5月19日から平成30年5月27日まで

騎乗停止。（被害馬：1番・5番）
ソラーレ号の騎手山田敬士は，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：2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 コパノピエール号



14057 5月12日 曇 良 （30新潟1）第5日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

58 エイシンナセル 牡6鹿 57
54 ▲川又 賢治�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 484－ 21：52．2 13．9�

47 フュージョンロック 牡4栗 57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 482－ 41：52．41 1．8�

713 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 丸田 恭介山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 61：52．61� 7．8�
35 ジョースターライト 牡5青鹿57 	島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B464＋ 2 〃 クビ 7．5�
815 クインズマラクータ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B514± 01：52．81� 10．5�
34 
 アンリキャトル �7黒鹿 57

56 ☆木幡 初也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－101：53．86 90．8	
611
 コウエイバラノマチ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也佐野 信幸氏 中舘 英二 新ひだか 金舛 幸夫 490－ 61：53．9クビ 78．8

59 ミラクルユニバンス 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 436－ 21：54．0� 23．5�
22 ロ ジ バ レ ー 牡4鹿 57 吉田 隼人久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 526＋141：54．21 27．7�
712� アポロリベリオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 490－ 61：54．3� 42．9
610 パガットケーブ 牡4青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 512± 01：54．62 20．0�
23 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 460＋ 61：54．7クビ 72．0�
814 アルマシャール 牡4鹿 57

55 △富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 504＋ 8 〃 クビ 85．8�
11 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 480－ 41：55．65 13．1�
46 �
 クライフォーローズ 牡4黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 米

J G Jones Jr., J Geisler, J W
Hirschmann Silent Grove
Farm, LLC & Darley

B508＋ 41：57．08 85．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，224，600円 複勝： 45，021，200円 枠連： 11，278，900円
馬連： 40，901，200円 馬単： 22，194，600円 ワイド： 31，703，200円
3連複： 55，724，800円 3連単： 79，999，800円 計： 309，048，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 260円 � 110円 � 180円 枠 連（4－5） 720円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，110円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 13，910円

票 数

単勝票数 計 222246 的中 � 12702（6番人気）
複勝票数 計 450212 的中 � 24483（5番人気）� 217680（1番人気）� 41426（3番人気）
枠連票数 計 112789 的中 （4－5） 12041（3番人気）
馬連票数 計 409012 的中 �� 31327（4番人気）
馬単票数 計 221946 的中 �� 6209（8番人気）
ワイド票数 計 317032 的中 �� 17654（3番人気）�� 6495（13番人気）�� 30835（1番人気）
3連複票数 計 557248 的中 ��� 21335（2番人気）
3連単票数 計 799998 的中 ��� 4169（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―12．9―12．0―12．1―13．3―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―49．1―1：01．1―1：13．2―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
1，7，11，5（3，15，6）8，4（2，14）－12，13（9，10）・（1，7）（15，11）5（4，8，6）13（2，14，10）12（3，9）

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

勝馬の
紹 介

エイシンナセル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．12．21 阪神9着

2012．3．3生 牡6鹿 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 16戦3勝 賞金 36，150，000円

14058 5月12日 曇 良 （30新潟1）第5日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時50分 （芝・直線）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

36 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 430＋ 2 55．6 33．0�
48 ラフィングマッチ 牡3栗 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 488＋ 4 〃 クビ 6．8�
713 フェールデュビアン 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 454＋ 4 55．7クビ 2．5�
59 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 490＋ 4 55．8� 5．3�
24 ライクアジャーニー 牝3鹿 54 小崎 綾也大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 454－ 2 56．33 7．4	
815 デルマコニャック 牝3鹿 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 436＋ 2 56．4クビ 23．3

23 ノボベイビー 牡3栗 56 木幡 初也�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 474± 0 〃 アタマ 17．8�
611 ト ラ ン プ 牡3鹿 56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 438＋ 4 〃 ハナ 55．8�
35 � キラキラオーラ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 428＋ 2 56．5	 208．6
510 カシノクオーレ 牝3鹿 54 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 462＋ 6 〃 アタマ 63．8�
714 ア プ ロ ー ズ 牝3鹿 54 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 436－ 8 〃 アタマ 21．7�
612 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54 荻野 琢真清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B464－ 8 56．71 158．1�
47 キングスキャット 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 506－ 2 〃 ハナ 41．1�
12 � ソフトポジション 牡3鹿 56 森 裕太朗北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 458＋ 8 〃 クビ 14．0�
816 ド ゥ ル ガ ー 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 438＋ 4 56．91 32．7�
11 フローラルシトラス 牝3黒鹿54 藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 404± 0 57．96 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，728，900円 複勝： 37，274，700円 枠連： 20，288，000円
馬連： 67，096，900円 馬単： 30，271，500円 ワイド： 45，544，000円
3連複： 107，034，900円 3連単： 129，303，800円 計： 467，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 510円 � 240円 � 130円 枠 連（3－4） 9，120円

馬 連 �� 12，180円 馬 単 �� 32，760円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 1，140円 �� 530円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 139，290円

票 数

単勝票数 計 307289 的中 � 7445（11番人気）
複勝票数 計 372747 的中 � 13421（11番人気）� 35223（4番人気）� 103972（1番人気）
枠連票数 計 202880 的中 （3－4） 1723（24番人気）
馬連票数 計 670969 的中 �� 4267（37番人気）
馬単票数 計 302715 的中 �� 693（95番人気）
ワイド票数 計 455440 的中 �� 3561（38番人気）�� 10136（11番人気）�� 23633（3番人気）
3連複票数 計1070349 的中 ��� 9510（24番人気）
3連単票数 計1293038 的中 ��� 673（432番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．2―43．8

上り4F43．6－3F33．3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ー ヒ ラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2017．10．1 中山3着

2015．4．12生 牝3芦 母 エイシンルンナ 母母 エイシンビーナス 10戦2勝 賞金 18，164，000円



14059 5月12日 曇 良 （30新潟1）第5日 第11競走 ��1，200�
ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．5．13以降30．5．6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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 シルバードリーム 牝5栃栗53 菊沢 一樹南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478＋ 61：10．9 4．7�
611� ワキノアタリ 牝5鹿 53 �島 克駿脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 462＋ 21：11．21� 6．0�
22 ソルプレーサ 牡6黒鹿54 西田雄一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B536＋10 〃 アタマ 29．3�
47 ヒルノデンハーグ �6栗 53 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480－ 41：11．41	 7．6�
58 ダノンチャンス 牡4鹿 54 北村 友一�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 486－ 21：11．5
 7．6�
35 メイショウカフウ 牡7鹿 53 川島 信二松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 476－ 21：11．71
 86．6	
59 グローリアスクロワ 牝5栗 52 横山 武史日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 456＋ 2 〃 アタマ 21．5

46 シュピールカルテ 牝4青鹿52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 470＋12 〃 アタマ 9．1�
814� グレートブレス 牡6栗 54 富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 526± 0 〃 アタマ 18．6�
34 キョウワエステル 牝5鹿 52 竹之下智昭協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 466－141：12．01� 21．8�
712 ミスズスター 牡5鹿 55 杉原 誠人永井 啓弍氏 武 幸四郎 新ひだか 山際セントラルスタッド 462± 0 〃 クビ 24．4�
610� ファミリーズオナー 牝6栗 51 加藤 祥太岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 白瀬 盛雄 458－261：12．21	 101．0�
713 ホウオウマリリン 牝5栗 52 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 410－ 21：12．62
 16．7�
23 ミッキーワイン 牡4鹿 55 勝浦 正樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム B488＋ 41：13．66 5．1�
11 バ イ レ 牝6芦 51 木幡 巧也 フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 482－161：13．91� 123．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，866，700円 複勝： 50，765，200円 枠連： 31，891，200円
馬連： 126，843，600円 馬単： 47，951，300円 ワイド： 65，139，200円
3連複： 175，754，500円 3連単： 213，622，400円 計： 746，834，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 220円 � 790円 枠 連（6－8） 960円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，080円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 45，350円

票 数

単勝票数 計 348667 的中 � 59004（1番人気）
複勝票数 計 507652 的中 � 87920（1番人気）� 62096（3番人気）� 12883（12番人気）
枠連票数 計 318912 的中 （6－8） 25501（3番人気）
馬連票数 計1268436 的中 �� 94736（1番人気）
馬単票数 計 479513 的中 �� 15591（2番人気）
ワイド票数 計 651392 的中 �� 40751（1番人気）�� 7684（28番人気）�� 6132（42番人気）
3連複票数 計1757545 的中 ��� 12351（35番人気）
3連単票数 計2136224 的中 ��� 3415（125番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―12．4―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバードリーム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．12．26 中山4着

2013．2．24生 牝5栃栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 20戦4勝 賞金 52，770，000円
〔その他〕 ミッキーワイン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーワイン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月12日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 イアペトス号・イリスファルコン号・ウインバローラス号・カフェライジング号・クリノレオノール号・

コパノディール号・トップアドバンス号・ヒカルランナー号・ビバラビダ号・ヘルディン号・ホウロクダマ号・
ボクノナオミ号・メイショウカイモン号・メイショウグンパイ号・メイショウボノム号・メイショウユメゴゼ号・
ローレルジャック号・ワシントンレガシー号

14060 5月12日 晴 良 （30新潟1）第5日 第12競走 ��1，800�
い し う ち

石 打 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
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 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

58 アドヴェントス 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋161：47．2 4．2�
712 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 484－ 8 〃 アタマ 11．9�
813 フライングレディ 牝5黒鹿55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 6．6�
610 チカノワール 牝4鹿 55 横山 武史 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：47．3� 5．4�
69 レーヌジャルダン 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 438－121：47．4� 25．4	
814 クライベイビー 牝4栗 55 菱田 裕二�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 ハナ 39．8

34 レッドシルヴィ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋141：47．5� 19．2�
45 コイヲダキシメヨウ 牝4鹿 55 西田雄一郎�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 B490± 01：47．92� 86．6�
711 デルマオギン 牝5鹿 55 加藤 祥太浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 21：48．0� 113．1
33 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 木幡 初也国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B428－ 21：48．21� 35．7�
11 	 パルクリール 牝4黒鹿55 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 422＋ 2 〃 アタマ 242．7�
22 アオイサンライズ 牝4鹿 55 小崎 綾也新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 81：48．3クビ 103．3�
57 ムーンザムーン 牝4鹿 55 
島 克駿林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470－121：48．51� 13．6�
46 エリティエール 牝4鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436－ 21：49．24 2．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，512，000円 複勝： 49，459，700円 枠連： 19，412，800円
馬連： 74，751，500円 馬単： 32，283，500円 ワイド： 48，176，700円
3連複： 112，248，000円 3連単： 132，809，900円 計： 507，654，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 250円 � 210円 枠 連（5－7） 2，470円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 880円 �� 670円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 24，950円

票 数

単勝票数 計 385120 的中 � 72450（2番人気）
複勝票数 計 494597 的中 � 75849（2番人気）� 46757（5番人気）� 61982（4番人気）
枠連票数 計 194128 的中 （5－7） 6089（11番人気）
馬連票数 計 747515 的中 �� 22797（9番人気）
馬単票数 計 322835 的中 �� 5914（16番人気）
ワイド票数 計 481767 的中 �� 13989（9番人気）�� 18881（4番人気）�� 10397（13番人気）
3連複票数 計1122480 的中 ��� 16090（17番人気）
3連単票数 計1328099 的中 ��� 3858（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．7―49．2―1：01．1―1：12．7―1：24．0―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドヴェントス �
�
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 2016．5．14 東京1着

2013．2．20生 牝5黒鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ 10戦3勝 賞金 39，733，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アオイサンライズ号の騎手小崎綾也は，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100，000円。（被害馬：6番）



（30新潟1）第5日 5月12日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

172，300，000円
1，300，000円
15，230，000円
1，600，000円
19，030，000円
72，897，500円
4，628，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
261，175，700円
417，812，000円
151，156，700円
538，754，500円
254，214，600円
361，121，500円
762，956，000円
949，986，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，697，177，100円

総入場人員 9，660名 （有料入場人員 8，259名）
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