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14061 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6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）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 クロカミノオトメ 牝3青 54
52 △中井 裕二 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：56．3 9．5�
58 マキノクィーン 牝3鹿 54 吉田 隼人島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 484－ 21：56．62 4．4�
713 ファストソング 牝3栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 480－ 41：56．91� 32．4�
610 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450－ 41：57．11� 1．5�
47 クーファスター 牝3黒鹿54 川島 信二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 474± 0 〃 クビ 157．4�
611 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 大野 拓弥沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 474＋ 21：57．84 15．6	
814 トーセンハナミズキ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太島川 
哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 470－ 21：58．01 50．1�
22 ウェンディシチー 牝3栗 54 岩部 純二 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 出羽牧場 488－ 2 〃 ハナ 241．3
815 フクノアトリア 牝3鹿 54 黛 弘人福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 B470± 01：58．63� 55．5�
23 ハッピードライブ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 アタマ 142．0�
11 ハ ナ チ ャ ン 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋261：58．81� 30．1�

34 タガノアムール 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 岡牧場 506＋ 81：59．97 23．6�

46 ドリームクリスタル 牝3鹿 54 松田 大作吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 444－ 62：00．0クビ 39．9�
35 ケージーアメジスト 牝3鹿 54 平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新冠 イワミ牧場 434－ 22：02．1大差 299．4�

（14頭）
712 セノーテルシータ 牝3芦 54 鮫島 良太 �社台レースホース浜田多実雄 千歳 社台ファーム 502 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，255，900円 複勝： 23，578，200円 枠連： 7，936，100円
馬連： 21，884，700円 馬単： 19，433，700円 ワイド： 13，668，600円
3連複： 35，849，100円 3連単： 65，592，500円 計： 201，198，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 320円 � 170円 � 930円 枠 連（5－5） 1，130円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，210円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 10，420円 3 連 単 ��� 51，280円

票 数

単勝票数 差引計 132559（返還計 477） 的中 � 11072（3番人気）
複勝票数 差引計 235782（返還計 961） 的中 � 18621（4番人気）� 47128（2番人気）� 5240（8番人気）
枠連票数 差引計 79361（返還計 117） 的中 （5－5） 5211（3番人気）
馬連票数 差引計 218847（返還計 2730） 的中 �� 10434（5番人気）
馬単票数 差引計 194337（返還計 1974） 的中 �� 4165（12番人気）
ワイド票数 差引計 136686（返還計 2037） 的中 �� 8101（3番人気）�� 1441（20番人気）�� 2476（13番人気）
3連複票数 差引計 358491（返還計 7357） 的中 ��� 2540（26番人気）
3連単票数 差引計 655925（返還計 12911） 的中 ��� 944（129番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．1―13．1―12．9―12．2―13．7―13．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．1―50．2―1：03．1―1：15．3―1：29．0―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F41．0
1
3
10（4，15，8）（5，6）（1，11）（3，9）－（7，14）－2，13
10，15，8－4（11，9）－（3，14）（7，13）－6－1－2，5

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

勝馬の
紹 介

クロカミノオトメ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．10 京都10着

2010．4．10生 牝3青 母 アルストロメリア 母母 フ レ ス コ 7戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走除外〕 セノーテルシータ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーアメジスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日まで平地

競走に出走できない。

14062 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6日 第2競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

814 ヒロノプリンス 牡3鹿 56
53 ▲原田 敬伍サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 452± 02：01．8 2．6�

47 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 396－ 22：02．22� 6．4�

34 リメインサイレント 牝3鹿 54
52 △中井 裕二 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 5．3�

815 ポンデザムール 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 和生岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 500± 02：02．51� 71．4�

46 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 西村 太一 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B516± 02：02．6� 9．7	
712 トウカイフェスタ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 490＋ 22：02．7� 6．7

59 ウインノーヴァ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 426＋ 22：03．23 11．5�
22 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 460＋ 2 〃 ハナ 26．9�
611 デルマヤマンバ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 428＋102：03．3クビ 40．4
713 アズマワンダー 牡3栗 56 荻野 琢真田島 大史氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 442－ 2 〃 クビ 55．2�
23 カシノビッグベン 牡3栗 56 小野寺祐太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 504＋ 22：04．15 260．7�
11 セブンスヘヴン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �グリーンファーム小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：04．2クビ 13．4�
35 ヴェラーチェ 牡3黒鹿56 大下 智�三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 498± 0 〃 アタマ 195．5�
58 アールジュエリー 牝3黒鹿54 平野 優星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 426－ 82：04．62� 145．6�
610 アルファエンゼル 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 482－ 42：04．7� 240．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，211，100円 複勝： 17，265，400円 枠連： 6，306，300円
馬連： 19，836，400円 馬単： 14，528，300円 ワイド： 10，210，100円
3連複： 28，460，100円 3連単： 43，979，200円 計： 151，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 190円 � 170円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 510円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 112111 的中 � 34523（1番人気）
複勝票数 計 172654 的中 � 31787（1番人気）� 23226（4番人気）� 26701（2番人気）
枠連票数 計 63063 的中 （4－8） 9055（1番人気）
馬連票数 計 198364 的中 �� 15006（3番人気）
馬単票数 計 145283 的中 �� 5533（4番人気）
ワイド票数 計 102101 的中 �� 4863（6番人気）�� 7367（1番人気）�� 5088（4番人気）
3連複票数 計 284601 的中 ��� 13905（1番人気）
3連単票数 計 439792 的中 ��� 4602（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．0―48．7―1：02．0―1：14．8―1：26．6―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
14，12（6，15）（9，13）（1，10）－4（2，8）（7，11）（3，5）・（14，12）10，15（6，13，4）（9，1，7，8）（11，2）－（3，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノプリンス �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．25 東京10着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied 6戦1勝 賞金 7，750，000円

第１回 新潟競馬 第６日



14063 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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

815 プリサイスガール 牝3青 54 黛 弘人�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 430± 01：13．7 17．3�
34 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 490＋101：13．8� 3．0�
11 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B538＋ 61：14．01� 7．2�
712 クイックスパイダー 牡3栗 56 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 458± 01：14．1クビ 7．9�
22 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 津村 明秀矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 456－ 41：14．2� 4．5�
35 キリノトップラン 牡3鹿 56 大野 拓弥平田 道子氏 岩元 市三 浦河 本巣 敦 496＋ 21：14．41� 7．3	
611 ハギノグラミー 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420－ 41：14．5� 25．0


58 ミリオンジス 牝3鹿 54 柴山 雄一�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 438＋10 〃 ハナ 144．7�
47 ベルモントラヴ 牝3芦 54 高倉 稜 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 482± 0 〃 クビ 13．0�
46 シュテルンブルーメ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 476－ 81：14．92� 78．1�
713 ラ ン ギ ョ ク 牝3青鹿54 鮫島 良太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 470－ 4 〃 アタマ 52．7�
610 コ ラ ム 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太本間 茂氏 相沢 郁 新冠 森 牧場 450＋ 21：15．11 18．0�
59 クリノロブソン 牡3黒鹿56 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 444± 01：15．42 288．5�
23 リゾートラヴ 牝3黒鹿54 中舘 英二赤沼 秀典氏 松山 康久 新ひだか 岡田スタツド 440－ 31：15．93 71．1�
814 ペドレリーア 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠 �キャロットファーム 栗田 博憲 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 460－ 21：16．96 107．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，347，400円 複勝： 21，097，000円 枠連： 7，952，700円
馬連： 20，662，700円 馬単： 16，326，000円 ワイド： 12，712，700円
3連複： 31，304，600円 3連単： 48，749，000円 計： 170，152，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 450円 � 170円 � 220円 枠 連（3－8） 1，200円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，430円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 41，170円

票 数

単勝票数 計 113474 的中 � 5191（7番人気）
複勝票数 計 210970 的中 � 9814（9番人気）� 41845（1番人気）� 25120（4番人気）
枠連票数 計 79527 的中 （3－8） 4900（6番人気）
馬連票数 計 206627 的中 �� 6035（10番人気）
馬単票数 計 163260 的中 �� 1765（31番人気）
ワイド票数 計 127127 的中 �� 3240（13番人気）�� 2095（21番人気）�� 7132（3番人気）
3連複票数 計 313046 的中 ��� 4530（17番人気）
3連単票数 計 487490 的中 ��� 874（133番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―13．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．9―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリサイスガール �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Danehill デビュー 2012．12．8 中山7着

2010．3．20生 牝3青 母 ホ シ ノ ユ メ 母母 Gulchesse 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ゼンノビッグワン号の調教師中竹和也は，馬装（手綱の装着）について注意義務を怠り戒告。
※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 マルトクスパート号・メイショウホワイト号
（非抽選馬） 1頭 ラフアウトラウド号

14064 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：44．1

良
良

816 ドラゴントーク 牝3黒鹿54 柴山 雄一窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 434－ 61：48．4 6．0�
612 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：48．61 1．5�
59 シングンジャガー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458－ 41：48．91� 127．5�
23 デルマコナキジジ �3栗 56 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 480－ 5 〃 クビ 170．8�
48 シャンピオナ 牝3栃栗54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 460－ 61：49．0クビ 12．2�
24 ペプチドウインド 牡3鹿 56 高倉 稜沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 466－ 41：49．1� 10．6	
12 トウケイゴールド 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 480－ 41：49．2� 67．7

47 スーサンタイガー 牡3栗 56 川島 信二林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 464＋161：49．3� 146．4�
35 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 454± 01：49．4� 21．1�
611 エーブガッチャマン �3黒鹿56 的場 勇人 レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B412＋ 21：49．5� 210．6�
36 ムテキザセカンド 牡3栗 56

54 △中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 492－ 21：49．6� 44．0�
713 サンダーバード 牡3栗 56 中舘 英二近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456 ―1：50．02� 30．0�
510 メイショウテンニョ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 432＋141：50．1� 173．4�
815 スマートホルス 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍大川 徹氏 西園 正都 新冠 大栄牧場 490± 0 〃 クビ 27．4�
714 ダイワボルドー 牡3芦 56 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B466－ 41：50．42 29．4�
11 トラストハック 牝3青 54 西田雄一郎菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 北星村田牧場 424＋ 21：51．25 292．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，933，300円 複勝： 47，859，300円 枠連： 7，570，100円
馬連： 23，747，200円 馬単： 23，189，500円 ワイド： 13，986，600円
3連複： 34，292，400円 3連単： 82，069，100円 計： 247，647，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 110円 � 2，480円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 200円 �� 7，360円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 38，480円

票 数

単勝票数 計 149333 的中 � 19915（2番人気）
複勝票数 計 478593 的中 � 42352（2番人気）� 319831（1番人気）� 1510（12番人気）
枠連票数 計 75701 的中 （6－8） 16746（1番人気）
馬連票数 計 237472 的中 �� 49441（1番人気）
馬単票数 計 231895 的中 �� 13333（4番人気）
ワイド票数 計 139866 的中 �� 22998（1番人気）�� 390（48番人気）�� 1001（27番人気）
3連複票数 計 342924 的中 ��� 2198（32番人気）
3連単票数 計 820691 的中 ��� 1574（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―48．6―1：01．7―1：13．8―1：25．2―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴントーク �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．22 新潟7着

2010．3．20生 牝3黒鹿 母 カラフルトーク 母母 シングライクトーク 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 エーブガッチャマン号の調教師蛯名利弘は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エーシンザヘッド号・コイコイ号・スピッツコール号・ヨベルシチー号・リュウノヒゲ号



14065 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

24 イヴピアジェ 牝3青鹿 54
52 △菱田 裕二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 21：09．8 3．1�
815 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 432＋ 21：09．9� 25．7�
11 スーパーアース 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 448－ 61：10．0� 5．6�
510 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 16．4�
612 クレバーチャーム 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ウエスタンファーム 萱野 浩二 新冠 競優牧場 412＋ 21：10．1� 13．0�
611 シンコープリンセス 牝3栗 54 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 438＋ 6 〃 クビ 8．6	
36 リネンスカイ 牝3鹿 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 458－ 41：10．2クビ 187．7

35 レーヴドプランス 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482± 01：10．3� 7．6�
47 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 荻野 琢真横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：10．51� 12．0�
714 タケショウナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438－ 4 〃 クビ 21．9�
713 サザンドリーム 牝3芦 54

51 ▲横山 和生南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 436＋ 41：10．6� 17．5�
12 バーチャルツアー 牡3栗 56 西村 太一 スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 486± 01：10．81� 13．2�
48 キョウワリスキー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466± 0 〃 ハナ 28．8�
23 サクラブルームーン 牝3鹿 54 高倉 稜�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 486 ―1：11．01� 43．7�
59 トップスピン 牡3鹿 56 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 452＋ 61：11．42� 440．3�
816 ヤマカツヒロイン 牝3黒鹿54 川島 信二山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 438－121：11．61� 265．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，360，000円 複勝： 25，345，300円 枠連： 10，277，700円
馬連： 27，116，100円 馬単： 19，067，400円 ワイド： 16，052，400円
3連複： 41，065，100円 3連単： 60，992，600円 計： 214，276，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 480円 � 210円 枠 連（2－8） 4，230円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 350円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 50，300円

票 数

単勝票数 計 143600 的中 � 37332（1番人気）
複勝票数 計 253453 的中 � 59055（1番人気）� 10316（10番人気）� 31563（2番人気）
枠連票数 計 102777 的中 （2－8） 1797（20番人気）
馬連票数 計 271161 的中 �� 4270（18番人気）
馬単票数 計 190674 的中 �� 1704（27番人気）
ワイド票数 計 160524 的中 �� 2339（17番人気）�� 13095（1番人気）�� 1549（34番人気）
3連複票数 計 410651 的中 ��� 4157（18番人気）
3連単票数 計 609926 的中 ��� 895（125番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．4―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イヴピアジェ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Danehill デビュー 2012．11．4 東京2着

2010．4．2生 牝3青鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 7戦1勝 賞金 12，400，000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 アイティコスモス号
（非抽選馬） 1頭 トレッドオンエアー号

14066 5月19日 晴 良 （25新潟1）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713� シルクプラズマ 牡5黒鹿57 松田 大作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 464＋ 21：54．2 8．0�
611 タイセイローマン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 510＋ 8 〃 アタマ 9．7�
47 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－ 21：54．52 2．8�
59 ドラゴンピース 牡4鹿 57 木幡 初広窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 504－ 41：54．6� 5．4�
58 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B496± 01：54．81� 11．6	
815� ワンダーストラ 牡6栗 57 高倉 稜山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 510－ 21：54．9	 58．8

22 シルクエルドール 
4栗 57 津村 明秀有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 41：55．0クビ 10．1�
11 � マヤノクレド 牡5鹿 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B502＋101：55．63	 7．3�
34 ナリタタイフーン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 494－ 61：55．7クビ 34．5
35 アサクサニッポン 牡4青 57

55 △菱田 裕二田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 アタマ 26．4�
610 エーシンデューク 牡4青鹿57 中舘 英二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 496＋ 61：55．91� 22．8�
814 ハッピーヤングマン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 468－ 4 〃 ハナ 94．0�
23 ショウナンガーデン 牝5鹿 55 丸田 恭介国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 448＋ 61：56．43 70．5�
46 � ワンダーダーク 牡6鹿 57 鮫島 良太山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 466＋141：57．35 271．3�
712 ヤ ラ マ イ カ 牡7黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 532＋ 82：00．1大差 121．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，768，700円 複勝： 25，742，100円 枠連： 9，493，900円
馬連： 24，974，900円 馬単： 16，214，800円 ワイド： 14，668，400円
3連複： 35，275，500円 3連単： 54，959，700円 計： 195，098，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 230円 � 130円 枠 連（6－7） 2，060円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 530円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 28，070円

票 数

単勝票数 計 137687 的中 � 13633（4番人気）
複勝票数 計 257421 的中 � 22462（5番人気）� 24511（4番人気）� 72892（1番人気）
枠連票数 計 94939 的中 （6－7） 3407（10番人気）
馬連票数 計 249749 的中 �� 5039（13番人気）
馬単票数 計 162148 的中 �� 1893（25番人気）
ワイド票数 計 146684 的中 �� 3247（13番人気）�� 6970（4番人気）�� 7312（3番人気）
3連複票数 計 352755 的中 ��� 6813（9番人気）
3連単票数 計 549597 的中 ��� 1445（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．8―13．1―13．1―12．9―13．1―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．7―49．8―1：02．9―1：15．8―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3
15，11－13（3，12）9（2，10）6（1，7，8）（4，5）14
15，11（3，13，10）（9，8）（2，12）7（6，5）（1，4）14

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

勝馬の
紹 介

�シルクプラズマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア ラ ジ

2008．5．11生 牡5黒鹿 母 ビービープレジャー 母母 ウッドマンズシック 13戦1勝 賞金 16，220，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤラマイカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日まで平地競走に
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナーゴナーゴサユリ号



14067 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6日 第7競走 1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

24 フェニーチェ 牝4鹿 55
53 △菱田 裕二広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 460＋ 21：34．3 17．1�

713 ヴィオラーネ 牝4青鹿55 柴山 雄一平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458＋ 81：34．4� 4．7�
48 クイーンアルタミラ 牝4黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 474＋121：34．61� 8．1�
714� アンペラトリス 牝6栗 55 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 454± 0 〃 アタマ 111．4�
59 フラゴリーネ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：34．7� 12．0	
12 テラノイロハ 牝4青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－ 21：34．8� 8．2

36 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55

53 △嶋田 純次星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 41：34．9� 6．2�

510� ルーナピエーナ 牝5栗 55 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 474＋ 21：35．11� 67．1�
611 ネオザスティング 牝5栗 55 西村 太一小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 428－22 〃 アタマ 94．4
11 チェルカトローバ 牝6鹿 55

52 ▲横山 和生近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 452－ 2 〃 クビ 44．7�

23 アサクサウタヒメ 牝4黒鹿55 田中 博康田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 アタマ 76．3�
612 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：35．2� 5．7�
35 マコトサンパギータ 牝5栗 55 鮫島 良太眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 470± 01：35．3� 4．6�
816 ハギノクーザ 牝4鹿 55 黛 弘人安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 450＋101：37．3大差 288．4�
815 マイオリオン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446＋161：38．89 51．0�
47 ソ ラ コ マ チ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 506＋241：42．1大差 93．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，649，600円 複勝： 26，009，600円 枠連： 9，319，200円
馬連： 28，050，400円 馬単： 19，095，100円 ワイド： 14，640，700円
3連複： 40，877，800円 3連単： 63，674，800円 計： 215，317，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 410円 � 210円 � 330円 枠 連（2－7） 5，190円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，750円 �� 780円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 64，030円

票 数

単勝票数 計 136496 的中 � 6294（8番人気）
複勝票数 計 260096 的中 � 15185（7番人気）� 39294（3番人気）� 20198（6番人気）
枠連票数 計 93192 的中 （2－7） 1327（19番人気）
馬連票数 計 280504 的中 �� 5167（20番人気）
馬単票数 計 190951 的中 �� 1443（41番人気）
ワイド票数 計 146407 的中 �� 3948（13番人気）�� 2000（24番人気）�� 4775（8番人気）
3連複票数 計 408778 的中 ��� 3192（34番人気）
3連単票数 計 636748 的中 ��� 734（232番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―12．0―12．3―12．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．4―34．8―46．8―59．1―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェニーチェ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山4着

2009．1．27生 牝4鹿 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 11戦2勝 賞金 17，270，000円
〔制裁〕 フラゴリーネ号の騎手吉田隼人は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイオリオン号・ソラコマチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 デラコリーナ号

14068 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6日 第8競走 2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

34 マイネアルナイル 牝4青鹿 55
53 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484± 02：13．3 14．4�
23 クールエレガンス 牡6青鹿57 柴山 雄一臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B488－ 82：13．4� 15．2�
58 ローリングストーン 牡4鹿 57 木幡 初広佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492± 02：13．5� 11．9�
11 � アポロテイスト 牡4栗 57 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 506± 0 〃 アタマ 12．5�
59 � スタートセンス 牡5鹿 57 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 454± 0 〃 ハナ 4．6�
46 マイネルテンクウ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 524＋102：13．6� 3．7	
815 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470＋ 62：13．7� 14．4

22 レアーレスパーダ �6鹿 57 松田 大作 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 506－ 22：14．01� 11．7�
610 フェニックスソード 牡5鹿 57 宮崎 北斗�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 482－ 22：14．1クビ 44．7
47 ロ ノ 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 456－ 8 〃 クビ 17．6�

35 モスカートローザ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474± 02：14．2� 9．2�
611 アドマイヤトライ 牡4黒鹿57 中舘 英二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486－ 42：14．41 22．3�
713 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 446－ 2 〃 ハナ 13．6�
814� リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 444－ 4 〃 クビ 90．7�
712� カシノレインボー 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 和田 雄二 日高 門別牧場 442－ 42：18．2大差 314．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，680，100円 複勝： 28，100，700円 枠連： 10，393，500円
馬連： 29，750，700円 馬単： 21，509，200円 ワイド： 16，881，900円
3連複： 44，359，100円 3連単： 67，450，300円 計： 234，125，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 400円 � 620円 � 370円 枠 連（2－3） 2，670円

馬 連 �� 12，850円 馬 単 �� 28，920円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 3，300円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 50，450円 3 連 単 ��� 292，820円

票 数

単勝票数 計 156801 的中 � 8592（9番人気）
複勝票数 計 281007 的中 � 19215（6番人気）� 11387（11番人気）� 20746（5番人気）
枠連票数 計 103935 的中 （2－3） 2875（14番人気）
馬連票数 計 297507 的中 �� 1709（58番人気）
馬単票数 計 215092 的中 �� 549（108番人気）
ワイド票数 計 168819 的中 �� 994（58番人気）�� 1262（51番人気）�� 1172（53番人気）
3連複票数 計 443591 的中 ��� 649（183番人気）
3連単票数 計 674503 的中 ��� 170（1057番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．6―12．5―12．5―12．4―12．2―11．9―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―35．1―47．7―1：00．2―1：12．7―1：25．1―1：37．3―1：49．2―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
7，3，6，1（2，11）－12（4，10）（14，15）9，5，8，13
7，3（1，6）（2，11）（4，10，15）（12，14，8）（9，13）5

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

勝馬の
紹 介

マイネアルナイル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2011．7．2 函館6着

2009．2．1生 牝4青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 20戦2勝 賞金 22，581，000円
〔発走状況〕 モスカートローザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 ヴァリュービジョン号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オービーキング号



14069 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 ロイヤルサルート 牡5栗 57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 01：12．9 9．9�
814 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 中舘 英二西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 540± 0 〃 クビ 1．8�
23 フォースライト 牝4黒鹿55 津村 明秀吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 478＋ 61：13．22 35．9�
713 グランプリブルー 牡4栗 57 松田 大作�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474± 01：13．3クビ 21．9�
47 コスモイルダーナ 牡6青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 478± 0 〃 アタマ 11．2�
34 チェリービスティー 牝5栗 55

53 △中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 454＋161：13．4� 62．8	
46 シューサクオー �4鹿 57 鮫島 良太杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 468－121：13．72 78．9

35 � グランヴァン 牡4鹿 57 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 488＋141：13．8� 83．6�
22 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 470＋ 21：13．9� 11．8
59 ヒカリホクサイ �4鹿 57 中谷 雄太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464＋ 4 〃 クビ 53．7�
611 ナイスヘイロー �4青鹿57 古川 吉洋菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 464＋101：14．11 20．0�
610 テイエムチャンス 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 474＋ 2 〃 ハナ 61．2�
11 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 吉田 隼人吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B468－10 〃 ハナ 5．8�
58 ウォーターサウンド 牡6栗 57 大野 拓弥山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B472－101：14．41� 222．2�
712� キクノラフィカ 牡4青鹿 57

54 ▲伴 啓太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B482＋ 61：15．14 23．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，857，100円 複勝： 35，650，700円 枠連： 12，712，500円
馬連： 35，529，800円 馬単： 30，757，200円 ワイド： 20，994，000円
3連複： 50，366，300円 3連単： 105，123，000円 計： 309，990，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 230円 � 120円 � 700円 枠 連（8－8） 700円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，610円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 42，310円

票 数

単勝票数 計 188571 的中 � 15028（3番人気）
複勝票数 計 356507 的中 � 34129（3番人気）� 134216（1番人気）� 8043（9番人気）
枠連票数 計 127125 的中 （8－8） 13538（4番人気）
馬連票数 計 355298 的中 �� 38428（2番人気）
馬単票数 計 307572 的中 �� 12036（6番人気）
ワイド票数 計 209940 的中 �� 19094（2番人気）�� 1289（37番人気）�� 4379（12番人気）
3連複票数 計 503663 的中 ��� 5430（23番人気）
3連単票数 計1051230 的中 ��� 1834（118番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルサルート �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．9．26 中山3着

2008．4．1生 牡5栗 母 ホワイトタスク 母母 ロイヤルティアラ 17戦3勝 賞金 26，890，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アウトオブオーダー号・ギャラントブーボ号・ストロングティラノ号・スノークラフト号・ダイシンサーベル号・

ビーキュート号・メイショウオハツ号・ヤマニンアルシェ号・ヤルーデンス号

14070 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6日 第10競走 ��2，000�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

815 ミライヘノカゼ 牡4鹿 57 丸田 恭介三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B466－ 42：01．2 8．8�
46 � アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486± 0 〃 クビ 9．3�
713� ロットネスト �5鹿 57 木幡 初広 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

496－ 8 〃 ハナ 3．7�
34 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 466± 02：01．3クビ 6．0�
610 コスモアウリンコ 牡4鹿 57 黛 弘人 �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 B472－ 62：01．4	 34．9�
59 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 522＋ 42：01．82	 7．4	
11 � スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 鮫島 良太永井商事
 武 宏平 新ひだか 武 牧場 462± 0 〃 ハナ 24．2�
22 クリノメダリスト 牝7栗 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442－ 22：01．9	 51．3�
23 ノーティカルスター 牡5栗 57 中井 裕二 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 追分ファーム 498＋ 62：02．11
 7．5
58 キタサンパイロット 牡4鹿 57 松田 大作�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 460± 02：02．2	 10．8�
35 チャードリー 牝4青鹿55 高倉 稜
G1レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 22：02．41
 13．8�
611 シゲルジョウム 牡5鹿 57 津村 明秀森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 490± 02：02．5� 18．7�
47 デルマビシャモン 牡4鹿 57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 460＋142：03．03 127．1�
814� エルマカロン �4鹿 57 菱田 裕二三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 B436＋ 22：03．1	 120．9�
712� クリノモンテローザ 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 472＋ 62：03．52	 106．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，832，100円 複勝： 28，356，700円 枠連： 12，862，300円
馬連： 41，394，700円 馬単： 27，577，100円 ワイド： 19，241，400円
3連複： 58，283，800円 3連単： 99，523，700円 計： 303，071，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 240円 � 170円 枠 連（4－8） 4，160円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 650円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 33，270円

票 数

単勝票数 計 158321 的中 � 14301（5番人気）
複勝票数 計 283567 的中 � 20741（7番人気）� 29873（4番人気）� 52447（1番人気）
枠連票数 計 128623 的中 （4－8） 2285（20番人気）
馬連票数 計 413947 的中 �� 8130（18番人気）
馬単票数 計 275771 的中 �� 2429（41番人気）
ワイド票数 計 192414 的中 �� 3653（19番人気）�� 7398（5番人気）�� 8205（3番人気）
3連複票数 計 582838 的中 ��� 11078（7番人気）
3連単票数 計 995237 的中 ��� 2208（92番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．2―12．6―12．7―12．2―12．0―11．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．3―49．9―1：02．6―1：14．8―1：26．8―1：38．4―1：49．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミライヘノカゼ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．2．11 東京12着

2009．2．26生 牡4鹿 母 フサイチシルヴィ 母母 クラシックダンサー 11戦2勝 賞金 17，383，000円

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 5日第 12 競走）
〔その他〕　　スミデロキャニオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　スミデロキャニオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成

25年 6月18日まで出走できない。



14071 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6日 第11競走 ��1，000�
しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，1，600万円以下，24．5．19以降25．5．12まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000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
53．7
53．7

良
良

713 ビラゴーティアラ 牝6鹿 52 吉田 隼人三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 424＋ 4 55．1 7．3�
815 レオパステル 牝6鹿 54 黛 弘人田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 438－ 6 55．31 4．2�
47 ヤマニンパピオネ 牝5芦 54 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 504＋ 6 55．4� 10．6�
612 バルスピュール 牝4黒鹿53 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 474＋10 〃 クビ 19．4�
611 アンヴァルト 牡6青鹿56 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 55．5クビ 5．6�
36 メイショウハガクレ 牡4鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460－ 2 55．6� 21．6	
59 � アポロノカンザシ 牝5栗 53 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B444＋ 2 55．81 17．2

816 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 松田 大作�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 510－ 4 〃 同着 7．3�
714 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿54 丹内 祐次山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474＋ 2 〃 ハナ 25．7
48 コンサートレディ 牝4鹿 53 中舘 英二平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 472＋10 〃 アタマ 9．1�
35 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 466－ 4 〃 クビ 39．3�
23 ニシノモレッタ 牝6栗 51 丸田 恭介西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 510－ 2 55．9クビ 11．3�
24 ターニングポイント �8青鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B476＋16 56．0� 64．0�
510 ストロングポイント 牡7芦 53 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B470－ 4 56．31� 37．7�
11 サンマルヘイロー 牡7鹿 52 岩部 純二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B472＋14 57．15 110．1�
12 レイクエルフ 牡8黒鹿50 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 クビ 166．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，497，100円 複勝： 48，973，300円 枠連： 35，909，300円
馬連： 134，756，600円 馬単： 77，200，400円 ワイド： 48，289，400円
3連複： 200，694，300円 3連単： 336，496，300円 計： 912，816，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 180円 � 390円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，670円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 29，660円

票 数

単勝票数 計 304971 的中 � 32993（4番人気）
複勝票数 計 489733 的中 � 50608（3番人気）� 85761（1番人気）� 28221（7番人気）
枠連票数 計 359093 的中 （7－8） 35141（2番人気）
馬連票数 計1347566 的中 �� 73141（2番人気）
馬単票数 計 772004 的中 �� 17455（5番人気）
ワイド票数 計 482894 的中 �� 20773（2番人気）�� 6874（23番人気）�� 9487（12番人気）
3連複票数 計2006943 的中 ��� 24407（11番人気）
3連単票数 計3364963 的中 ��� 8375（50番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．7―10．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．5―33．2―43．8

上り4F42．9－3F32．6
勝馬の
紹 介

ビラゴーティアラ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 シンコウキング デビュー 2010．1．24 中山5着

2007．4．23生 牝6鹿 母 ブルーファイブ 母母 リ バ ー ラ ス 25戦5勝 賞金 67，669，000円
〔制裁〕 コンサートレディ号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

14072 5月19日 曇 良 （25新潟1）第6日 第12競走 1，800�
し ろ う ま だ け

白 馬 岳 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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 マルブツビアン 牡5黒鹿57 木幡 初広大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 516± 01：53．5 2．8�
814 オーシャンドライブ 牡4黒鹿57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 544＋12 〃 ハナ 3．2�
610 シルクエステート 牡7青 57 菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458－ 6 〃 クビ 6．6�
58 エーペックス 牡4青鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 512± 01：54．13� 10．3�
22 フーラブライド 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 466＋141：54．2� 25．0�
713 トウカイノーマル 牡6青鹿57 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 528－ 41：54．41� 90．9	
34 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 492－ 21：54．61� 26．4�
35 ハリマノワタリドリ 牡7栗 57 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B482± 0 〃 クビ 38．9�
611 ローンウルフ �8栗 57 嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 476＋ 41：54．7クビ 175．5
712 ハギノタイクーン 牡4鹿 57 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 526－ 21：55．76 28．1�
815 サクラトップクイン 牝5鹿 55 高倉 稜櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442－ 41：56．12� 16．6�
59 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 500＋121：56．2クビ 95．5�
23 タイセイワイルド 牡6鹿 57 大野 拓弥田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 486＋ 81：56．52 49．8�
47 � トーホウベスト 牡5鹿 57 西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 496± 01：56．71� 180．3�
46 タングルジャングル 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 468＋ 21：57．12� 11．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，681，200円 複勝： 43，132，600円 枠連： 18，262，200円
馬連： 71，793，500円 馬単： 44，022，900円 ワイド： 31，633，600円
3連複： 98，541，500円 3連単： 182，877，200円 計： 518，944，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 286812 的中 � 81907（1番人気）
複勝票数 計 431326 的中 � 108405（1番人気）� 78928（2番人気）� 64694（3番人気）
枠連票数 計 182622 的中 （1－8） 31780（1番人気）
馬連票数 計 717935 的中 �� 109958（1番人気）
馬単票数 計 440229 的中 �� 33942（2番人気）
ワイド票数 計 316336 的中 �� 41444（1番人気）�� 21170（2番人気）�� 19102（3番人気）
3連複票数 計 985415 的中 ��� 71055（1番人気）
3連単票数 計1828772 的中 ��� 35616（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―13．5―13．0―12．4―13．1―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．1―49．6―1：02．6―1：15．0―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルブツビアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．1．10 中山4着

2008．2．29生 牡5黒鹿 母 クインキャスト 母母 キオイキャスト 14戦4勝 賞金 53，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 タングルジャングル号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 ウインフロレゾン号・エイコーンパス号・エイトプリンス号・エクセルフラッグ号・キタサンシンガー号・

サンマルボス号・トップチェッカー号・ナンヨースラッガー号・バーチャルトラック号・ブリスコーラ号・
ユウターグローバル号

３レース目



（25新潟1）第6日 5月19日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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 手 当

169，870，000円
7，600，000円
1，750，000円
15，340，000円
62，818，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
202，073，600円
371，110，900円
148，995，800円
479，497，700円
328，921，600円
232，979，800円
699，369，600円
1，211，487，400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 3，674，436，400円

総入場人員 16，120名 （有料入場人員 14，119名）



平成25年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，055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 手 当

1，002，350，000円
2，080，000円
41，530，000円
10，140，000円
90，480，000円
365，005，000円
27，659，000円
10，128，000円

勝馬投票券売得金
1，294，433，900円
2，181，866，100円
869，091，100円
2，880，011，200円
1，954，372，300円
1，387，947，800円
4，184，968，500円
7，369，564，400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 22，122，255，300円

総入場延人員 80，528名 （有料入場延人員 71，013名）
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