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13037 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 タイキスウォード 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 454＋ 41：23．0 2．2�

12 ツクバマサカド 牡3青鹿56 菱田 裕二荻原 昭二氏 中尾 秀正 日高 いとう牧場 494－ 41：23．64 26．2�
816 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 長岡 禎仁松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 436± 01：23．7� 5．4�
713 ネクストエピソード 牝3鹿 54 荻野 極ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 388－ 41：23．8� 13．0�
612 プ ロ ン タ ン 牝3栗 54 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋ 4 〃 クビ 22．8	
23 ヌーヴォーロジェ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心河村 祥史氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 462 ―1：24．01 49．0

714 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56 西村 淳也安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 408－ 4 〃 クビ 21．1�
611 ヴォールヴィコント 牝3鹿 54

52 △菅原 明良栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 488± 01：24．1クビ 9．5�
36 ハワイアンムーン 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 25．9
59 ネージュフォレスト 牝3栗 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B498＋ 61：24．31� 52．8�
48 バースデーギフト 牝3鹿 54 丹内 祐次小國 和紀氏 牧 光二 新冠 ハクツ牧場 424＋ 81：24．4クビ 9．7�
47 ワイルドブリット 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 442－ 81：24．61� 279．6�
35 ア リ シ ア 牝3青鹿 54

53 ☆団野 大成前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 450＋101：24．7クビ 54．5�
815 サンアントニオ �3鹿 56 古川 吉洋椎名 節氏 武 英智 浦河 中神牧場 462＋101：24．8� 33．7�
24 キョウワファントム 牡3青鹿56 中井 裕二浅川 昌彦氏 小野 次郎 新冠 協和牧場 498 ―1：25．44 109．1�
510 エリーストーム 牝3黒鹿54 川又 賢治谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 420－ 21：25．93 16．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，658，700円 複勝： 38，025，100円 枠連： 9，012，300円
馬連： 43，086，800円 馬単： 22，113，600円 ワイド： 41，747，400円
3連複： 76，404，700円 3連単： 80，252，800円 計： 336，301，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 680円 � 170円 枠 連（1－1） 3，500円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 260円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計 256587 的中 � 92893（1番人気）
複勝票数 計 380251 的中 � 126256（1番人気）� 8395（10番人気）� 54548（2番人気）
枠連票数 計 90123 的中 （1－1） 1994（14番人気）
馬連票数 計 430868 的中 �� 9024（13番人気）
馬単票数 計 221136 的中 �� 2867（17番人気）
ワイド票数 計 417474 的中 �� 9489（10番人気）�� 47925（1番人気）�� 3926（27番人気）
3連複票数 計 764047 的中 ��� 9940（14番人気）
3連単票数 計 802528 的中 ��� 2109（73番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．1―12．1―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．5―46．6―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．4
3 1，3（5，10）6（8，13，15）（7，9，14，16）（11，12）2－4 4 1，3（5，10）（6，15）（8，13）（7，9，14，16）（11，12，2）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイキスウォード �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．7．20 福島2着

2017．5．19生 牡3栗 母 アンプリペアード 母母 Digit 9戦1勝 賞金 15，730，000円

13038 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

58 アルマイナンナ 牝3芦 54 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 436＋ 81：48．7 15．6�
46 ヤマカツパトリシア 牝3青 54

53 ☆斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 81：49．01� 10．2�
33 リンドブラッド 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：49．1� 2．9�

711 タ マ サ イ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 428－ 41：49．31� 58．7�
814 レヴィオーサ 牡3黒鹿56 吉田 隼人佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：49．4� 1．7	
45 トーセンロンド 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 442＋ 21：49．5� 96．3�

813 アレグリアシチー 牡3栃栗 56
55 ☆団野 大成 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 430＋ 61：50．03 28．3�

22 ブラックリスト 牡3鹿 56 荻野 極 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 日高 旭 牧場 454＋ 41：50．21� 29．3

34 ヴィクトリーナイト 牡3芦 56 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 446－ 21：50．41� 239．2�
57 ネイプルスイエロー 牡3青 56

54 △菅原 明良 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 41：50．5� 20．4�

712 ジョブックコラード 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 456－ 41：51．13� 229．0�

610 ノビアホワイト 牝3芦 54 杉原 誠人吉見 典子氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 430－ 81：51．31� 350．1�
69 ジュウワンエース 牡3鹿 56 丹内 祐次ジュウワンレイシング組合 新開 幸一 新ひだか 土田 扶美子 408＋ 8 〃 クビ 39．8�
11 クッキーショット 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 406－ 21：52．15 112．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，505，100円 複勝： 50，218，800円 枠連： 6，635，900円
馬連： 34，077，600円 馬単： 19，448，400円 ワイド： 29，496，700円
3連複： 54，494，600円 3連単： 77，785，200円 計： 295，662，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 440円 � 330円 � 200円 枠 連（4－5） 2，500円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 840円 �� 640円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 43，540円

票 数

単勝票数 計 235051 的中 � 12008（4番人気）
複勝票数 計 502188 的中 � 26334（4番人気）� 38214（3番人気）� 76222（2番人気）
枠連票数 計 66359 的中 （4－5） 2052（10番人気）
馬連票数 計 340776 的中 �� 5327（14番人気）
馬単票数 計 194484 的中 �� 1274（27番人気）
ワイド票数 計 294967 的中 �� 8657（10番人気）�� 11848（6番人気）�� 15809（4番人気）
3連複票数 計 544946 的中 ��� 8393（13番人気）
3連単票数 計 777852 的中 ��� 1295（114番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．7―11．8―12．5―12．4―11．8―11．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．2―48．0―1：00．5―1：12．9―1：24．7―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマイナンナ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．8．31 新潟9着

2017．4．4生 牝3芦 母 アマダブラム 母母 シャタードサイレンス 5戦1勝 賞金 7，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヴィクトリーナイト号・ジョブックコラード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月17日まで

平地競走に出走できない。

第１回 新潟競馬 第４日



13039 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

46 ユースフルラヴ 牝3黒鹿54 黛 弘人吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 414－ 41：54．8 7．2�
34 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 472－ 21：55．22� 15．0�
69 ブラックアモーレ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462± 01：55．41� 2．5�
33 アマノエリザベート 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 470－ 81：56．03� 6．8�

711 サンデープリンセス 牝3青鹿54 横山 武史藤田 好紀氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 476－ 41：56．53 5．8�
712 ペイシャバイカ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 468－101：56．71 35．8	
57 ジョインザフロウ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 476－ 61：56．8� 31．2

58 エキストラライト 牝3栗 54

53 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 440＋ 81：56．9� 20．8�
11 ピエナアルティシア 牝3鹿 54

52 △菅原 明良本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 452＋ 41：57．0� 18．5�
45 マーチクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 B450－ 41：57．32 15．5�

813 チ ャ ン チ キ 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心G1レーシング 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 470＋ 61：58．47 93．9�

22 キラークイーン 牝3鹿 54 菱田 裕二村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B442± 01：58．61� 28．0�
814 ホウオウエインセル 牝3芦 54 吉田 隼人小笹 芳央氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 82：00．9大差 25．9�
610 ライクリーブルーム 牝3鹿 54 荻野 極藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 下屋敷牧場 468 ―2：01．32� 30．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，160，200円 複勝： 36，683，500円 枠連： 9，782，400円
馬連： 40，430，600円 馬単： 17，588，200円 ワイド： 37，577，300円
3連複： 65，034，100円 3連単： 63，659，500円 計： 295，915，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 160円 � 390円 � 150円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 10，900円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 380円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 47，870円

票 数

単勝票数 計 251602 的中 � 27708（4番人気）
複勝票数 計 366835 的中 � 62593（2番人気）� 17427（8番人気）� 78445（1番人気）
枠連票数 計 97824 的中 （3－4） 8557（4番人気）
馬連票数 計 404306 的中 �� 5124（24番人気）
馬単票数 計 175882 的中 �� 1210（43番人気）
ワイド票数 計 375773 的中 �� 4877（22番人気）�� 28317（1番人気）�� 7847（13番人気）
3連複票数 計 650341 的中 ��� 9803（11番人気）
3連単票数 計 636595 的中 ��� 964（148番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―13．4―12．7―12．7―13．0―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．1―50．5―1：03．2―1：15．9―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
・（2，8）（5，9）3（1，11）6（10，14）4（12，13）＝7・（2，8）9，5（3，11）（1，6）（4，10）（12，7，13）14

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

勝馬の
紹 介

ユースフルラヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 牝3黒鹿 母 ユアメモリー 母母 メモリアルサマー 6戦1勝 賞金 8，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライクリーブルーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月17日まで平地

競走に出走できない。
ホウオウエインセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月17日まで平地
競走に出走できない。

13040 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第4競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時10分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．0良

610 フォイヤーヴェルク 牡7青鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 23：09．4 2．0�
711� ソッサスブレイ 牡6栗 60 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 454－ 83：10．78 23．3�
57 リーチザサミット �4青鹿59 大江原 圭岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 438－ 23：10．91 107．0�
712 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 480＋ 43：11．0� 17．9�
69 フラットレー �5青鹿60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500－ 23：11．1クビ 5．3�
33 � ブラックワンダー 牡4青鹿59 石神 深一佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 468－ 63：11．42 6．3	
11 ベストサポーター 牡7青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B524＋ 83：12．57 6．5

45 ゲンパチシャドウ 牡4鹿 59 江田 勇亮平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 472± 03：13．03 18．2�
814 ジャスパーゲラン 牡5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 498± 03：14．8大差 213．2
34 キコクイーン 牝4青 57 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 454＋ 43：15．86 73．4�
46 バ レ ー ロ �6黒鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 43：16．01 35．5�
813 メイショウミズカゼ 牡6栗 60 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 486＋ 2 〃 ハナ 21．5�
58 � サイゴウパワー �4栗 59 草野 太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 442＋ 63：16．85 252．8�
22 � ピ エ ナ モ ネ 牡4鹿 59 上野 翔本谷 兼三氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 504＋163：20．9大差 231．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，928，500円 複勝： 20，597，900円 枠連： 7，527，400円
馬連： 26，943，200円 馬単： 13，965，900円 ワイド： 22，777，200円
3連複： 45，147，600円 3連単： 56，792，500円 計： 212，680，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 470円 � 1，440円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 980円 �� 3，230円 �� 15，100円

3 連 複 ��� 48，020円 3 連 単 ��� 112，190円

票 数

単勝票数 計 189285 的中 � 74167（1番人気）
複勝票数 計 205979 的中 � 51887（1番人気）� 9525（8番人気）� 2777（11番人気）
枠連票数 計 75274 的中 （6－7） 8982（4番人気）
馬連票数 計 269432 的中 �� 9491（10番人気）
馬単票数 計 139659 的中 �� 3398（9番人気）
ワイド票数 計 227772 的中 �� 6275（11番人気）�� 1792（30番人気）�� 377（64番人気）
3連複票数 計 451476 的中 ��� 705（105番人気）
3連単票数 計 567925 的中 ��� 367（307番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡7青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000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 シゲルシマダイ号



13041 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第5競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走12時00分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．0良

610 クールエイジア 牡8鹿 60 伴 啓太�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 462－ 23：10．8 18．4�
33 メイショウハニー 牝5黒鹿58 平沢 健治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 446＋16 〃 クビ 28．1�
58 スマートウェールズ 牡6黒鹿60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 466± 03：11．01� 6．8�
69 モルゲンロート 牡7鹿 60 大江原 圭武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 43：11．63� 2．4�
814 トーアコルレオーネ 牡4鹿 59 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 438＋ 43：11．7� 38．8�
711 ダイワスキャンプ �8鹿 60 五十嵐雄祐大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 430－ 23：13．08 10．2	
712 マイネルバッカーノ 牡4黒鹿59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 43：13．53 37．9

11 エクセレントミスズ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 470＋ 63：14．24 16．8�
813� ゴルトグランツ 牡4栗 59 小野寺祐太�ヤブウチ 萱野 浩二 日高 広富牧場 470－103：18．6大差 219．7�
57 シゲルマツタケ 牝5栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448－103：19．87 25．8
45 � クリノゴーギャン 牡5鹿 60 佐久間寛志栗本 博晴氏 新谷 功一 新ひだか 北洋牧場 452＋ 83：20．65 195．6�
46 ゲンパチケンシン 牡6芦 60 小坂 忠士平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 484＋ 23：20．92 103．6�
22 レジェンドセラー �6鹿 60 石神 深一�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 540－ 4 （競走中止） 7．9�
34 ブライトエンパイア 牡5鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 442－ 2 （競走中止） 4．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，414，500円 複勝： 20，915，800円 枠連： 6，732，300円
馬連： 28，809，000円 馬単： 14，003，900円 ワイド： 24，161，200円
3連複： 51，228，600円 3連単： 58，007，000円 計： 221，272，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 480円 � 590円 � 230円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 13，980円 馬 単 �� 27，350円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 1，370円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 30，180円 3 連 単 ��� 233，630円

票 数

単勝票数 計 174145 的中 � 7559（7番人気）
複勝票数 計 209158 的中 � 10580（7番人気）� 8434（8番人気）� 27864（3番人気）
枠連票数 計 67323 的中 （3－6） 11381（1番人気）
馬連票数 計 288090 的中 �� 1597（40番人気）
馬単票数 計 140039 的中 �� 384（77番人気）
ワイド票数 計 241612 的中 �� 1684（38番人気）�� 4650（15番人気）�� 2081（35番人気）
3連複票数 計 512286 的中 ��� 1273（94番人気）
3連単票数 計 580070 的中 ��� 180（638番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

クールエイジア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．2．14 東京4着

2012．5．20生 牡8鹿 母 メイプルダンス 母母 シヤダイグローブ 障害：8戦1勝 賞金 12，660，000円
〔競走中止〕 ブライトエンパイア号は，7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

レジェンドセラー号は，8号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 オンワードセルフ号・サイドチェンジ号・ディレットーレ号

13042 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時35分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610 アベックフォルス 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 492＋ 61：53．9 5．7�

712 サクセスリボーン 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 494＋ 2 〃 ハナ 5．7�

711 シェイクスピア 牡3青鹿 56
55 ☆菊沢 一樹 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 484－ 41：54．96 32．0�
11 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B474－141：55．32� 8．9�
45 アポロファントム 牡3鹿 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 448－ 21：55．61� 7．7	
34 ファクトベース 牡3鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 492－ 21：55．7� 6．2

69 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 472－ 4 〃 ハナ 32．8�
813 ス ペ ラ ー レ 牡3芦 56 川又 賢治 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488± 01：56．12� 15．8�
33 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 ハナ 4．8
46 キーンウィット 牡3栗 56 荻野 極水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 474－ 2 〃 ハナ 65．1�
814 ビッグゴシップ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：57．16 27．4�
58 サンラディウス 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B474± 01：57．31� 36．3�
57 ロードファビュラス 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 478＋ 41：58．04 14．3�
22 デスマッチヤンキー 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗西森 功氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 512 ―1：58．63� 43．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，383，900円 複勝： 42，296，500円 枠連： 10，413，000円
馬連： 46，242，400円 馬単： 20，650，100円 ワイド： 43，224，700円
3連複： 74，303，200円 3連単： 75，966，300円 計： 339，480，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 230円 � 740円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，020円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計 263839 的中 � 36899（2番人気）
複勝票数 計 422965 的中 � 54241（2番人気）� 51226（4番人気）� 12224（11番人気）
枠連票数 計 104130 的中 （6－7） 8303（4番人気）
馬連票数 計 462424 的中 �� 23414（2番人気）
馬単票数 計 206501 的中 �� 6006（1番人気）
ワイド票数 計 432247 的中 �� 20989（1番人気）�� 5319（28番人気）�� 5358（27番人気）
3連複票数 計 743032 的中 ��� 6151（25番人気）
3連単票数 計 759663 的中 ��� 1561（117番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―13．2―13．6―12．7―13．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．6―49．8―1：03．4―1：16．1―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アベックフォルス �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．15 東京6着

2017．3．9生 牡3鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 11戦1勝 賞金 11，720，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時40分に変更。
〔発走状況〕 デスマッチヤンキー号は，発進不良〔出遅れ〕。



13043 5月17日 曇 稍重 （2新潟1） 第4日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

22 シルバークレイン 牝4芦 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 454＋ 41：11．6 27．9�
815 アヴォンリー 牝4栗 55 川又 賢治田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 476＋10 〃 ハナ 19．3�
611 リ ラ イ ト 牡4青 57

56 ☆岩田 望来前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 462－ 61：11．7� 26．1�
58 グラドゥアーレ 牡6栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474± 01：11．8クビ 12．6�
46 マイネルナイペス 牡4鹿 57 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B470± 01：11．9� 6．2	
47 テイエムイブシギン 牡4芦 57 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B538＋181：12．0� 9．0

59 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434－ 61：12．1クビ 11．3�
11 �	 ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B514＋141：12．42 4．5�
814 オルダージュ 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 480－ 21：12．5� 3．3

35 	 ブラックアーシャ 牝4黒鹿 55
52 ▲亀田 温心古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 490＋ 8 〃 クビ 257．1�

23 ウォーターマゼラン 牡4芦 57 西村 淳也山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 B496－ 81：12．6クビ 22．2�
712 カ ガ ス タ ー 牡5鹿 57

55 △菅原 明良香川 憲次氏 大江原 哲 日高 広富牧場 458＋ 41：13．24 109．1�
34 � アメリカンソレイユ 牡4栗 57 吉田 隼人吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

478＋ 81：13．41� 28．1�
713�	 ワンダーセトラ 牡6鹿 57

56 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 492＋ 71：13．5� 17．6�
610 イッツマイターン 牡5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504－ 61：13．81� 55．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，511，700円 複勝： 38，550，300円 枠連： 9，931，100円
馬連： 42，706，500円 馬単： 19，886，200円 ワイド： 38，582，100円
3連複： 62，836，400円 3連単： 69，052，900円 計： 309，057，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 650円 � 620円 � 850円 枠 連（2－8） 1，730円

馬 連 �� 24，820円 馬 単 �� 42，850円

ワ イ ド �� 6，580円 �� 7，130円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 156，050円 3 連 単 ��� 1，430，380円

票 数

単勝票数 計 275117 的中 � 7876（11番人気）
複勝票数 計 385503 的中 � 15884（9番人気）� 16723（8番人気）� 11732（12番人気）
枠連票数 計 99311 的中 （2－8） 4434（7番人気）
馬連票数 計 427065 的中 �� 1333（71番人気）
馬単票数 計 198862 的中 �� 348（141番人気）
ワイド票数 計 385821 的中 �� 1514（70番人気）�� 1396（73番人気）�� 1733（64番人気）
3連複票数 計 628364 的中 ��� 302（301番人気）
3連単票数 計 690529 的中 ��� 35（2109番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．5―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバークレイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2018．11．24 京都14着

2016．4．5生 牝4芦 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 11戦2勝 賞金 16，650，000円

13044 5月17日 曇 良 （2新潟1） 第4日 第8競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・直線）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 コンピレーション �6黒鹿57 西田雄一郎 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 56．0 2．9�
815 ト ラ ン プ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 446－ 2 56．1� 5．0�
713 グラスレガシー 牝5黒鹿55 丹内 祐次半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B506－ 8 56．52� 7．4�
59 トーホウレジーナ 牝6栗 55

53 ◇藤田菜七子東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 496＋ 6 56．92� 5．1�

23 リーゼントアイリス 牝5黒鹿 55
52 ▲山田 敬士三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 442＋ 2 57．0クビ 17．2	

714� アイヴィーサ 牝4鹿 55
54 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 488－ 8 57．1� 30．9


24 ウインアイルビータ 牝4栗 55 柴山 雄一�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム B478± 0 〃 クビ 32．8�
48 ファンシャン 牝4栃栗 55

54 ☆団野 大成�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 428＋ 6 57．31 26．5�

510 タケデンサンダー 牡6栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 B478－ 4 57．51	 42．4
35 � エムオールビー 牝4青鹿 55

53 △菅原 明良大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 
橋本牧場 394－ 8 〃 クビ 9．8�
36 � モアナブルー 牝6栗 55

54 ☆岩田 望来平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 ハナ 26．5�
47 � イッツザファースト 牡4芦 57

54 ▲亀田 温心飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B476－ 6 57．92� 50．7�
612� リンノティアラ 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗谷口 祐人氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー
クスタツド 412＋ 6 58．11	 144．5�

611�� ステイグリーン 牡4鹿 57 西村 淳也風早 信昭氏 森 秀行 米 Carlos Rafael 512＋23 58．2クビ 62．6�
11 メイショウメイリン 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476＋12 58．3� 68．8�
12 スカイポート 牝4鹿 55 菱田 裕二�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 B448＋ 6 58．51	 106．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，119，800円 複勝： 33，801，100円 枠連： 13，383，100円
馬連： 56，447，400円 馬単： 23，966，300円 ワイド： 41，252，400円
3連複： 100，944，200円 3連単： 105，896，100円 計： 403，810，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 210円 枠 連（8－8） 1，100円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 450円 �� 410円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 281198 的中 � 75526（1番人気）
複勝票数 計 338011 的中 � 76486（1番人気）� 36847（4番人気）� 38207（3番人気）
枠連票数 計 133831 的中 （8－8） 9392（4番人気）
馬連票数 計 564474 的中 �� 38996（3番人気）
馬単票数 計 239663 的中 �� 8890（5番人気）
ワイド票数 計 412524 的中 �� 23637（3番人気）�� 26761（2番人気）�� 12723（8番人気）
3連複票数 計1009442 的中 ��� 38014（3番人気）
3連単票数 計1058961 的中 ��� 10079（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―43．9

上り4F44．0－3F33．7
勝馬の
紹 介

コンピレーション �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．3．12 中山8着

2014．4．16生 �6黒鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 21戦2勝 賞金 37，685，000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 モズハチキン号



13045 5月17日 曇 良 （2新潟1） 第4日 第9競走 1，800�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

67 ベルジュネス �4鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B454－ 21：53．7 9．3�
33 ハギノオムイデアル �4鹿 57

54 ▲亀田 温心日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 484＋ 41：54．12� 50．2�
79 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：54．31� 1．6�
22 � ネルソンタッチ 牡4芦 57 川又 賢治谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B494＋ 61：54．4� 25．7�
811 メイショウカクウン 牡5青鹿 57

56 ☆団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458± 01：54．5クビ 10．0�
56 アサクサマヤ 牝4鹿 55 柴山 雄一蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 16．2�
44 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500＋ 41：54．6クビ 25．2	
11 ペイシャシキブ 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B468－101：55．55 14．5

68 トラストシンゲン 牡4栗 57

55 △菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 504－ 2 〃 アタマ 72．2�
55 ポートロイヤル �4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 460－121：55．6� 12．5
812 ウィッチクラフト 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 526＋ 41：55．81 8．9�

710� タックボーイ 牡6鹿 57 杉原 誠人Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 474＋10 〃 クビ 52．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，653，200円 複勝： 39，945，500円 枠連： 7，852，500円
馬連： 41，037，600円 馬単： 23，121，900円 ワイド： 36，207，300円
3連複： 61，760，300円 3連単： 92，430，800円 計： 329，009，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 180円 � 620円 � 110円 枠 連（3－6） 12，360円

馬 連 �� 16，270円 馬 単 �� 28，190円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 300円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 92，170円

票 数

単勝票数 計 266532 的中 � 22775（3番人気）
複勝票数 計 399455 的中 � 44609（2番人気）� 8970（10番人気）� 163979（1番人気）
枠連票数 計 78525 的中 （3－6） 492（25番人気）
馬連票数 計 410376 的中 �� 1954（36番人気）
馬単票数 計 231219 的中 �� 615（62番人気）
ワイド票数 計 362073 的中 �� 2401（36番人気）�� 35508（1番人気）�� 7177（12番人気）
3連複票数 計 617603 的中 ��� 7323（23番人気）
3連単票数 計 924308 的中 ��� 727（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．4―49．5―1：02．1―1：14．8―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルジュネス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．4．18生 �4鹿 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 13戦2勝 賞金 17，450，000円

13046 5月17日 曇 良 （2新潟1） 第4日 第10競走 2，000�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ハートウォーミング 牝4青鹿55 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 22：01．7 5．7�

710 レッドルーヴル 牝4黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 464＋ 62：01．8� 2．6�
811 レオンドーロ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 4 〃 クビ 6．3�
55 � オールステリーナ 牝5黒鹿55 団野 大成宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 472＋ 4 〃 アタマ 13．1�
44 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 482＋102：02．22 21．4	
812� イルーシヴゴールド 牝5芦 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484－ 42：02．3� 5．0

56 ラヴベローナ 牝5鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 4 〃 ハナ 25．9�
79 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 斎藤 新小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470－ 4 〃 ハナ 85．5�
33 フラッフィーベア 牝4鹿 55 菅原 明良 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 8 〃 クビ 15．7
67 レッドアクトレス 牝4栗 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 428＋ 82：02．51 85．4�
22 � レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 436± 02：02．71� 101．3�
68 レディーキティ 牝5鹿 55 岩田 望来廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 414＋102：03．23 12．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，482，600円 複勝： 43，502，400円 枠連： 11，302，200円
馬連： 62，248，700円 馬単： 27，649，300円 ワイド： 46，711，300円
3連複： 90，102，100円 3連単： 117，493，500円 計： 431，492，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 140円 � 180円 枠 連（1－7） 870円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 610円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 計 324826 的中 � 45260（3番人気）
複勝票数 計 435024 的中 � 58889（3番人気）� 97816（1番人気）� 57517（4番人気）
枠連票数 計 113022 的中 （1－7） 9992（3番人気）
馬連票数 計 622487 的中 �� 48025（3番人気）
馬単票数 計 276493 的中 �� 8372（9番人気）
ワイド票数 計 467113 的中 �� 31295（2番人気）�� 18601（7番人気）�� 30856（3番人気）
3連複票数 計 901021 的中 ��� 37016（3番人気）
3連単票数 計1174935 的中 ��� 7118（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．7―49．2―1：01．8―1：14．5―1：26．7―1：38．2―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 4，12，1，11，5（3，10）（6，7，8）－9，2 4 4，12（1，11）5（3，10）6（7，8）9，2

勝馬の
紹 介

ハートウォーミング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アルカセット デビュー 2019．1．13 京都4着

2016．3．30生 牝4青鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 15戦1勝 賞金 30，690，000円



13047 5月17日 曇 良 （2新潟1） 第4日 第11競走 ��1，200�
はっかいさん

八海山ステークス
発走15時20分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 エルモンストロ 牡4鹿 57 岩田 望来�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 472－ 81：09．9 3．9�
23 オンザロックス 牡7鹿 57 蛯名 正義稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 490－ 21：10．11� 6．4�
34 � マラードザレコード �6青鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B460－ 81：10．2	 7．7�
22 レシプロケイト 牡4栗 57 丸山 元気ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 2 〃 ハナ 6．0�
611 スズカグラーテ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B454－181：10．62� 22．4�
712 ウォータースペース 牝4青鹿55 斎藤 新山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 464＋ 61：11．13 8．7	
610 ス ズ ノ ウ メ 牝4鹿 55 藤田菜七子小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 460－ 81：11．2� 10．6

47 メイショウギガース 牡6青鹿57 川又 賢治松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 478－ 21：11．3クビ 42．6�
11 ア カ ネ サ ス 牝4鹿 55 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：11．4� 14．0�
713 メイショウマトイ 牡6鹿 57 森 一馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494＋ 21：11．5� 90．6
815 ベルエスメラルダ 牝6黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442＋ 4 〃 ハナ 112．5�
814 ミスズフリオーソ 牡5栗 57 小林 凌大永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 496＋ 2 〃 ハナ 101．9�
59 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 菅原 明良一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B464＋ 61：11．6� 11．8�
58 � アスタースウィング 牡6栗 57 中井 裕二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B526＋ 61：11．81� 26．5�
46 シアーライン 牡7鹿 57 西村 淳也吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B530－ 61：12．01 21．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，009，500円 複勝： 65，408，300円 枠連： 31，472，500円
馬連： 157，626，900円 馬単： 54，907，500円 ワイド： 95，399，200円
3連複： 248，263，900円 3連単： 263，871，500円 計： 966，959，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 190円 � 230円 枠 連（2－3） 470円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 560円 �� 690円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 500095 的中 � 102271（1番人気）
複勝票数 計 654083 的中 � 124221（1番人気）� 90332（2番人気）� 64216（4番人気）
枠連票数 計 314725 的中 （2－3） 50883（1番人気）
馬連票数 計1576269 的中 �� 93041（1番人気）
馬単票数 計 549075 的中 �� 19319（1番人気）
ワイド票数 計 953992 的中 �� 45392（2番人気）�� 35629（4番人気）�� 18322（15番人気）
3連複票数 計2482639 的中 ��� 57094（2番人気）
3連単票数 計2638715 的中 ��� 15942（3番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．1―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．4―45．2―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．5
3 4，11－（6，1）5，12（3，8）7（2，10）－（13，14）（9，15） 4 4，11（6，1）5（3，12）8（2，7）10，13（14，9）15

勝馬の
紹 介

エルモンストロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．15 中京1着

2016．2．4生 牡4鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 13戦4勝 賞金 60，026，000円
〔制裁〕 スズカグラーテ号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・9番・8

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アヴァンティスト号・アスターソード号・エターナルフレイム号・エルプシャフト号・クライシス号・ゲキリン号・

コウエイアンカ号・サーティグランド号・シスル号・ショウナンカイドウ号・スズカフェスタ号・タガノプレトリア号・
バーンフライ号・ヒイナヅキ号・メイショウミライ号・メイプルグレイト号・ヤマニンレジスタ号・
ヨドノビクトリー号・ロングベスト号・ロンドンテソーロ号・ワンダーアマービレ号

13048 5月17日 曇 良 （2新潟1） 第4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，2勝クラス（1000万円以下），1．5．11以降2．5．10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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

58 ララメダイユドール 牡6鹿 56 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 500－121：52．5 19．5�
（法942）

611� ツブラナヒトミ 牡5栗 55 団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III 508＋ 2 〃 クビ 5．6�

59 カルロスミノル 牡4栗 54 亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B476＋ 61：52．71� 19．9�
712 アルーフクライ 牡6鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．33� 6．8�
713 マンハッタンロック 牡6鹿 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：53．4クビ 9．7	
46 マイネルアプラウス 牡4黒鹿54 山田 敬士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 41：53．5� 15．7

11 ワンダーエカルテ 牝4芦 53 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 518＋101：53．6クビ 13．7�
23 セイウンオフロード 牡4鹿 55 丹内 祐次西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B482－ 41：53．7� 17．5�
814 タガノエルフ 牝5黒鹿53 斎藤 新八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：53．91� 15．4
22 オデュッセイア 牝5栗 53 藤田菜七子吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 19．3�
35 ハイエストクイーン 牝5黒鹿51 川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 2 〃 ハナ 20．2�
815 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 52 古川 吉洋沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466＋ 81：54．43 70．9�
34 	 カーブドシール 牡4鹿 55 菅原 明良前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋101：54．82� 5．4�
610 フィルストバーン 
4黒鹿56 横山 武史�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458－101：55．01 6．4�
47 ピボットポイント 牡5鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B496－ 21：55．53 85．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，034，800円 複勝： 85，946，200円 枠連： 27，910，900円
馬連： 124，931，600円 馬単： 46，787，900円 ワイド： 95，511，400円
3連複： 217，614，700円 3連単： 225，506，700円 計： 881，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 720円 � 240円 � 650円 枠 連（5－6） 1，590円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 6，960円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 38，610円 3 連 単 ��� 224，880円

票 数

単勝票数 計 570348 的中 � 23388（11番人気）
複勝票数 計 859462 的中 � 28491（13番人気）� 109455（2番人気）� 31901（12番人気）
枠連票数 計 279109 的中 （5－6） 13525（6番人気）
馬連票数 計1249316 的中 �� 12987（34番人気）
馬単票数 計 467879 的中 �� 2435（72番人気）
ワイド票数 計 955114 的中 �� 11091（32番人気）�� 3477（76番人気）�� 13902（20番人気）
3連複票数 計2176147 的中 ��� 4227（163番人気）
3連単票数 計2255067 的中 ��� 727（926番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．6―50．4―1：03．0―1：15．3―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ララメダイユドール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．3．11 阪神4着

2014．5．18生 牡6鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 16戦3勝 賞金 40，996，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ピボットポイント号の騎手中谷雄太は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

ツブラナヒトミ号の騎手団野大成は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケイツーリラ号・サルサレイア号・ジャストアジゴロ号
（非抽選馬）10頭 ウインプラウド号・オスカールビー号・キクノフェリックス号・トゥーフラッシー号・ハイパーノヴァ号・

プエルタデルソル号・マイネルカイノン号・モンタナドライブ号・リシュブール号・リンガスビンゴ号

３レース目



（2新潟1）第4日 5月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

195，360，000円
3，020，000円
18，280，000円
1，440，000円
21，620，000円
68，967，500円
6，354，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
358，862，500円
515，891，400円
151，955，600円
704，588，300円
304，089，200円
552，648，200円
1，148，134，400円
1，286，714，800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 5，022，884，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回新潟競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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