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14013 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2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

611 タイセイマジック 牡3鹿 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 476－141：35．3 3．9�
714 ヤマカツゴーゴー 牡3黒鹿56 柴山 雄一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 462－ 41：35．61� 1．9�
59 ラ ブ コ ー ル 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 450± 0 〃 クビ 18．5�
815 マイネルクリアー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 484＋221：35．7� 22．1�
36 バーンアウル 牝3鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－121：35．91� 8．3�
35 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 468－ 2 〃 クビ 27．3	
12 プラチナムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 386－101：36．21� 64．8


24 ハイセルフト 牡3青鹿56 中舘 英二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋141：36．41� 33．3�

48 テ ル ラ イ ド 牝3鹿 54 平野 優 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 41：36．5� 34．7�

713 プロテクション 牝3黒鹿54 松田 大作 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 468 ―1：36．6� 49．6
47 ユキノサンブライト 牝3鹿 54 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 452＋121：37．02� 15．7�
510 ラストジョブ 牝3鹿 54 吉田 隼人米津 佳昭氏 尾形 和幸 浦河 杵臼牧場 444 ―1：37．21� 39．3�
23 フジマサミラージュ 牝3栗 54 黛 弘人藤原 正一氏 南田美知雄 千歳 社台ファーム 446± 01：37．51� 192．0�
816 ワールドパンサー 牡3栗 56 藤懸 貴志宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 462 ― 〃 ハナ 126．6�
11 ホワイトレーヌ 牝3黒鹿54 木幡 初広古賀 和夫氏 和田 正道 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：37．71� 162．2�
612 ジョウノリボン 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 368－121：37．8クビ 141．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，667，600円 複勝： 23，977，400円 枠連： 7，929，300円
馬連： 27，479，300円 馬単： 20，501，400円 ワイド： 16，300，100円
3連複： 40，699，900円 3連単： 63，674，800円 計： 215，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 110円 � 330円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，010円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 146676 的中 � 30270（2番人気）
複勝票数 計 239774 的中 � 44391（2番人気）� 98737（1番人気）� 10141（5番人気）
枠連票数 計 79293 的中 （6－7） 18214（1番人気）
馬連票数 計 274793 的中 �� 61994（1番人気）
馬単票数 計 205014 的中 �� 17950（2番人気）
ワイド票数 計 163001 的中 �� 32812（1番人気）�� 3205（12番人気）�� 6242（6番人気）
3連複票数 計 406999 的中 ��� 15998（4番人気）
3連単票数 計 636748 的中 ��� 5065（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―47．7―1：00．1―1：11．7―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマジック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．4．13 福島3着

2011．5．10生 牡3鹿 母 ス ロ ッ ト ル 母母 Magical Maiden 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 ジョウノリボン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジョウノリボン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年6月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファイナルブロー号
（非抽選馬） 3頭 カシノチャンプ号・スズカグランデ号・ハイプレッシャー号

14014 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走10時15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
2：00．2
1：56．1

良
良

58 ルミナスウォリアー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：02．2 3．0�
35 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 464－ 22：02．41� 4．9�
46 マーシャルシップ 牡3青鹿56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 458± 02：02．5� 4．2�
11 ドルチェレガート 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 42：02．6� 4．8�
47 フレンドスイート 牝3鹿 54 花田 大昂横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 430＋ 42：03．13 26．3�
815 サンアンドムーン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 408－ 42：03．41� 94．5	
59 レイニーアプローズ 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 ハナ 13．5

34 ショウナンアラン 牡3鹿 56 丸山 元気�湘南 上原 博之 日高 オリオンファーム 452－ 22：03．5� 175．2�
712 アキノリング 牡3鹿 56 宮崎 北斗穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 462＋102：04．03 293．4�
611 デルマチエチャン 牝3栗 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 422－ 2 〃 クビ 121．2
23 ゲンパチケンザン 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 488＋ 42：04．42� 43．0�
814 トリノドリーム 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 444± 02：04．5クビ 221．9�
713 マイネルレパード 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 444＋ 4 〃 アタマ 123．7�
610	 サトノネビュラ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也里見 治氏 村山 明 米 Colts Neck
Stables LLC 480－ 42：04．6� 116．8�

22 サマーブリーズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B446± 02：04．81
 12．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，360，700円 複勝： 19，721，200円 枠連： 6，699，700円
馬連： 21，405，700円 馬単： 15，195，300円 ワイド： 11，590，300円
3連複： 29，455，800円 3連単： 48，872，300円 計： 165，301，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 680円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 310円 �� 290円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 123607 的中 � 33558（1番人気）
複勝票数 計 197212 的中 � 45220（1番人気）� 31119（3番人気）� 35793（2番人気）
枠連票数 計 66997 的中 （3－5） 7301（3番人気）
馬連票数 計 214057 的中 �� 20260（2番人気）
馬単票数 計 151953 的中 �� 7481（2番人気）
ワイド票数 計 115903 的中 �� 9390（2番人気）�� 10472（1番人気）�� 7625（5番人気）
3連複票数 計 294558 的中 ��� 21123（2番人気）
3連単票数 計 488723 的中 ��� 7009（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．4―12．5―12．2―12．5―11．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．7―48．1―1：00．6―1：12．8―1：25．3―1：37．2―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
2，7，15（1，5）－6，8－12，4－14，3（9，11）10－13
2，7（15，5，8）（1，6）－4＝12－3，9（14，11）－（13，10）

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウォリアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．12 東京4着

2011．2．9生 牡3鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 4戦1勝 賞金 8，600，000円

第１回 新潟競馬 第２日



14015 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

611 ディープリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 446－ 21：56．4 19．7�
46 ベストガーディアン 牝3鹿 54 柴山 雄一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 520－141：56．5� 4．8�
22 ヒ ム カ 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 492± 01：56．71� 5．9�
35 カネトシタシナミ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 440＋ 21：56．91 48．6�

712 タガノラプランセス 牝3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474－ 6 〃 アタマ 10．0�

47 メイプルチャンス 牝3栗 54 津村 明秀節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 440± 01：57．11 9．6	
610 デザイアドライブ 牝3黒鹿54 五十嵐雄祐片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B458－ 21：57．2� 130．5

23 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 小牧 太伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 492± 0 〃 クビ 12．6�
814 ムーントラベラー 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 430－101：57．3クビ 39．4�
59 ウ イ ン サ ラ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 432＋ 61：57．61� 121．2
713 ピンクプリンセス 牝3芦 54 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B508－ 21：57．81� 97．0�
58 キネオマドンナ 牝3芦 54 菱田 裕二吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 クビ 3．8�
34 ボイルトウショウ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 412＋ 41：58．65 8．7�
11 ミナスジェライス 牝3鹿 54 松田 大作 �キャロットファーム 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：58．92 115．9�
815 キョウエイカプリス 牝3鹿 54 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B468－ 41：59．96 11．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，387，400円 複勝： 27，942，600円 枠連： 8，857，900円
馬連： 26，460，300円 馬単： 18，311，800円 ワイド： 15，584，400円
3連複： 39，781，000円 3連単： 59，052，300円 計： 212，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 380円 � 190円 � 200円 枠 連（4－6） 1，960円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，290円 �� 560円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 58，350円

票 数

単勝票数 計 163874 的中 � 6576（9番人気）
複勝票数 計 279426 的中 � 16389（7番人気）� 44999（2番人気）� 38997（3番人気）
枠連票数 計 88579 的中 （4－6） 3347（10番人気）
馬連票数 計 264603 的中 �� 5298（17番人気）
馬単票数 計 183118 的中 �� 1315（52番人気）
ワイド票数 計 155844 的中 �� 2857（20番人気）�� 2911（19番人気）�� 7295（3番人気）
3連複票数 計 397810 的中 ��� 4381（25番人気）
3連単票数 計 590523 的中 ��� 747（216番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―14．3―13．0―12．7―13．2―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．9―51．2―1：04．2―1：16．9―1：30．1―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
15－8，12（4，14）11（3，2，5）－（1，7）10，13，9，6・（15，12）11（8，14）（5，7）（4，2）10（3，6，9）13，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープリアン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．12．23 中山6着

2011．3．25生 牝3鹿 母 クイーンエタニティ 母母 チコリーベル 8戦1勝 賞金 8，000，000円

14016 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：06．0良

22 ニシノメイゲツ 牡7青鹿60 大江原 圭成田 隆好氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 460＋ 23：11．1 1．8�
813 リアルブラック �5青鹿60 難波 剛健大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 504＋ 23：11．31� 13．5�
712 レオハイタッチ �4鹿 59 草野 太郎�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452－ 43：11．62 11．0�
33 テイエムシシーポス 牡4鹿 59 田村 太雅竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 486－ 23：11．7クビ 27．2�
45 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 528－ 43：11．8� 4．0�
34 マイネルグート 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 4 〃 ハナ 33．4	
57 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 486－ 2 〃 ハナ 121．6

11 ベロセットレコード 牡4鹿 59 石神 深一塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 482－ 2 〃 アタマ 20．6�
610	 オ マ モ リ 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 448－143：12．65 42．1�
58 トキノアイチヨ 牝4鹿 57 山本 康志田中 準市氏 奥村 武 新冠 川島牧場 502＋ 83：13．34 48．1
814
 キャッツインブーツ 牡9栗 60 白浜 雄造山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 522－ 43：14．68 56．8�
711 スカイコンフォート 牡5青鹿60 植野 貴也小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 462－ 4 〃 アタマ 45．6�
69 
 ゴールデンステッキ 牡4栗 59 西谷 誠小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 494＋ 43：16．210 21．4�
46 パンサーキング 牡4青鹿59 高野 和馬山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 456－ 23：20．3大差 120．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，874，500円 複勝： 32，802，800円 枠連： 9，163，400円
馬連： 21，782，100円 馬単： 19，347，400円 ワイド： 12，551，200円
3連複： 35，086，700円 3連単： 69，236，000円 計： 219，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 240円 枠 連（2－8） 750円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 540円 �� 400円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 198745 的中 � 91801（1番人気）
複勝票数 計 328028 的中 � 203949（1番人気）� 11837（5番人気）� 17918（3番人気）
枠連票数 計 91634 的中 （2－8） 9124（3番人気）
馬連票数 計 217821 的中 �� 12092（3番人気）
馬単票数 計 193474 的中 �� 8636（4番人気）
ワイド票数 計 125512 的中 �� 5842（3番人気）�� 8272（2番人気）�� 2531（11番人気）
3連複票数 計 350867 的中 ��� 8541（8番人気）
3連単票数 計 692360 的中 ��� 6070（18番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．2－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノメイゲツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Diesis デビュー 2009．9．19 中山1着

2007．2．20生 牡7青鹿 母 ニシノムーンライト 母母 リメンバーミッドナイト 障害：3戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 レオハイタッチ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。



14017 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時05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 ミラクルアイドル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458＋ 4 56．4 12．7�
714 クラウンアイリス 牝3栗 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 386－ 4 56．5� 3．7�
24 シングルカスク 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 422＋ 4 56．6� 6．3�
713 ルイアイザック 牡3鹿 56 丹内 祐次保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 B436－ 2 56．81� 56．5�
510 キョウエイダルク 牝3鹿 54 中舘 英二田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 414－ 6 56．9クビ 6．0	
611 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454＋ 2 57．21� 6．2

48 アイティルビー 牝3鹿 54 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 428＋16 〃 クビ 108．6�
816 ゴーナミノリ 牡3黒鹿56 小牧 太稻井田安史氏 森 秀行 日高 メイプルファーム 434－10 57．3� 8．0�
11 ビットアリエス 牝3青鹿54 菱田 裕二礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 440＋ 6 57．4クビ 31．4
23 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 456＋ 4 57．61� 7．4�
815 ガーネットアイ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 386－ 4 57．7� 78．5�
36 カ ザ ハ ナ 牝3鹿 54 高倉 稜荒井 壽明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 436－ 2 57．8� 144．1�
47 ピュアセレネイド 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 430＋ 8 58．01� 79．8�
612 ニ ー チ ェ 牡3芦 56 平野 優石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 482＋ 2 58．21� 18．2�
12 ピュアパール 牝3黒鹿54 木幡 初広吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 400－24 58．51� 171．9�
59 ラ ブ ゲ ー ム 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 410－ 2 〃 アタマ 88．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，166，300円 複勝： 27，575，900円 枠連： 12，290，000円
馬連： 33，062，900円 馬単： 22，276，500円 ワイド： 17，858，700円
3連複： 53，146，400円 3連単： 78，552，700円 計： 262，929，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 320円 � 160円 � 210円 枠 連（3－7） 1，590円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，270円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 48，440円

票 数

単勝票数 計 181663 的中 � 11312（7番人気）
複勝票数 計 275759 的中 � 19010（7番人気）� 56928（1番人気）� 34647（3番人気）
枠連票数 計 122900 的中 （3－7） 5707（10番人気）
馬連票数 計 330629 的中 �� 8194（14番人気）
馬単票数 計 222765 的中 �� 2142（35番人気）
ワイド票数 計 178587 的中 �� 3757（17番人気）�� 3333（19番人気）�� 9642（2番人気）
3連複票数 計 531464 的中 ��� 7005（17番人気）
3連単票数 計 785527 的中 ��� 1197（171番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．6―44．4

上り4F44．5－3F34．0
勝馬の
紹 介

ミラクルアイドル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2013．11．3 東京9着

2011．2．20生 牝3黒鹿 母 エクスエトワール 母母 ス ク ー ト 5戦1勝 賞金 5，000，000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 クインズラッシュ号

14018 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・左）

若手騎手，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

811 サンライズマーチ 牡4鹿 57
54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 472＋ 41：12．1 2．9�

67 サンライズトーク �4芦 57
56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 474－ 41：12．31� 3．0�

810 イ キ �4栗 57
54 ▲伴 啓太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：12．72� 7．1�
66 レガリアシチー 牡4鹿 57 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 496＋ 41：12．8� 7．2�
78 サイレンスバード 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B500＋ 61：12．9クビ 14．9�
33 アポロレジーナ 牝4鹿 55 嶋田 純次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 476－ 41：13．43 19．9	
79 エイユーモモチャン 牝4黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496－ 61：13．61 67．3

22 トロピカルメジャー 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 474－ 21：13．91� 79．1�
55 ヒアルロンサン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 444－ 4 〃 ハナ 42．6
44 フジマサマキシム 牝4栗 55 花田 大昂藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 480－101：14．0� 14．3�
11 ジョリフェロー 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 482± 01：14．85 18．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，426，100円 複勝： 21，651，100円 枠連： 7，799，800円
馬連： 25，285，700円 馬単： 19，486，000円 ワイド： 12，982，800円
3連複： 33，197，300円 3連単： 63，772，700円 計： 198，601，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（6－8） 210円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 180円 �� 310円 �� 400円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 144261 的中 � 40345（1番人気）
複勝票数 計 216511 的中 � 53859（1番人気）� 48479（2番人気）� 25729（3番人気）
枠連票数 計 77998 的中 （6－8） 27787（1番人気）
馬連票数 計 252857 的中 �� 52609（1番人気）
馬単票数 計 194860 的中 �� 20967（1番人気）
ワイド票数 計 129828 的中 �� 21955（1番人気）�� 9615（2番人気）�� 7072（4番人気）
3連複票数 計 331973 的中 ��� 30430（1番人気）
3連単票数 計 637727 的中 ��� 16626（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―12．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．0―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズマーチ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．2．16 京都7着

2010．4．23生 牡4鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 13戦2勝 賞金 21，760，000円
〔制裁〕 エイユーモモチャン号の騎手小崎綾也は，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：5番）

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 1日第 11 競走）
〔その他〕　　サトノヒーロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　サトノヒーロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年

6月3日まで出走できない。



14019 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2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 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

78 � ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 55 柴山 雄一西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 510± 01：54．5 11．0�
44 エーシンウェンディ 牝4栗 55 丸山 元気�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 482－ 61：54．92� 3．9�
55 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 488＋ 8 〃 ハナ 8．2�
811� アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 472± 01：55．11� 3．7�
79 ア ガ サ 牝4青 55

52 ▲木幡 初也上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 486－121：55．41� 17．7	
33 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 422－ 61：55．82� 16．1

11 アステュート 牝4黒鹿55 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 470＋ 21：56．54 3．4�
22 ヤマトツバキ 牝4鹿 55 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 482－ 21：56．71� 95．5�
66 サンマルリジイ 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 和真相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム B500－ 21：56．91� 58．4
67 � エーシンラピッド 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人グリーンスウォード武井 亮 浦河 栄進牧場 428＋ 61：58．17 54．7�
810� ポワドサントゥール 牝4栗 55 菱田 裕二�下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 480－121：59．8大差 18．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，370，300円 複勝： 22，296，100円 枠連： 6，812，100円
馬連： 25，576，900円 馬単： 19，248，700円 ワイド： 13，109，900円
3連複： 33，570，600円 3連単： 65，691，200円 計： 200，675，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 240円 � 180円 � 220円 枠 連（4－7） 2，030円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 860円 �� 800円 �� 750円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 36，460円

票 数

単勝票数 計 143703 的中 � 10318（5番人気）
複勝票数 計 222961 的中 � 22650（5番人気）� 37167（3番人気）� 26078（4番人気）
枠連票数 計 68121 的中 （4－7） 2483（11番人気）
馬連票数 計 255769 的中 �� 7044（12番人気）
馬単票数 計 192487 的中 �� 2361（23番人気）
ワイド票数 計 131099 的中 �� 3745（12番人気）�� 4035（11番人気）�� 4350（9番人気）
3連複票数 計 335706 的中 ��� 4841（18番人気）
3連単票数 計 656912 的中 ��� 1330（122番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．2―13．6―12．9―12．3―13．2―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．5―50．1―1：03．0―1：15．3―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ヤ マ ガ ー ル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 グラスワンダー

2010．3．28生 牝4栗 母 スガノグラスワン 母母 ビクトリアプリマ 10戦1勝 賞金 8，370，000円
初出走 JRA ［他本会外：5戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポワドサントゥール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月4日まで平地
競走に出走できない。

14020 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：24．6
2：22．1

良
良

45 エイダイポイント 牡6芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 458＋ 42：26．4 7．3�
710 スプリングパリオ 牡5鹿 57 津村 明秀加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 476－ 62：26．72 52．2�
33 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 02：26．91� 3．5�
44 マクベスバローズ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B458－ 62：27．0� 13．8�
11 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 444－ 22：27．1� 49．0�

813 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 442－ 62：27．52� 35．4	
711 スマッシュスマイル 	6栃栗57 吉田 隼人 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482－ 22：27．71� 2．8

22 アイアムライジング 牡4黒鹿57 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 530± 02：27．91� 11．2�
812 ヴィンチトーレ 牡4栗 57 川島 信二深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 480＋ 2 〃 ハナ 22．6�
68 マイネルハートレー 牡5青鹿57 菱田 裕二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 62：28．11 29．7�
56 ブライテストソード 	5栗 57 西田雄一郎 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋102：28．42 26．3�
69 コアレスドラゴン 牡4鹿 57 小牧 太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B504＋ 62：28．5クビ 8．7�
57 シーユーアラウンド 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 （競走中止） 156．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，544，600円 複勝： 24，700，300円 枠連： 9，772，300円
馬連： 30，484，900円 馬単： 21，133，500円 ワイド： 16，013，200円
3連複： 42，374，600円 3連単： 70，513，200円 計： 231，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 1，160円 � 170円 枠 連（4－7） 700円

馬 連 �� 10，370円 馬 単 �� 18，330円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 510円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 127，550円

票 数

単勝票数 計 165446 的中 � 17983（3番人気）
複勝票数 計 247003 的中 � 34909（3番人気）� 3972（12番人気）� 49604（2番人気）
枠連票数 計 97723 的中 （4－7） 10316（3番人気）
馬連票数 計 304849 的中 �� 2170（34番人気）
馬単票数 計 211335 的中 �� 851（53番人気）
ワイド票数 計 160132 的中 �� 1198（38番人気）�� 8487（3番人気）�� 1407（32番人気）
3連複票数 計 423746 的中 ��� 2080（51番人気）
3連単票数 計 705132 的中 ��� 408（389番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．5―12．1―13．4―13．5―13．1―11．5―11．8―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．6―35．1―47．2―1：00．6―1：14．1―1：27．2―1：38．7―1：50．5―2：02．5―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイダイポイント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．3．5 中山6着

2008．4．11生 牡6芦 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ 36戦2勝 賞金 39，446，000円
〔競走中止〕 シーユーアラウンド号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



14021 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （ダート・左）
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

69 ビップセレブアイ 牡6青鹿 57
54 ▲小崎 綾也鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋101：12．7 12．1�

711 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 476＋ 21：13．01� 3．0�

812 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 丸山 元気有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 4．3�
44 デルマダイコク 牡5栗 57 高倉 稜浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 518＋ 61：13．1	 4．8�
22 
� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada 476＋ 41：13．31 28．6�

33 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 502＋ 21：13．62 7．5�
68 � ハイランドコンドル 牝4黒鹿55 荻野 琢真小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 446＋121：13．81	 116．8	
56 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 平野 優小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B516＋ 41：13．9クビ 39．8

710
� ム ニ ン 牝5鹿 55 小牧 太一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 438＋ 21：14．0	 48．2�
45 
� シゲルパッション 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 正徳 米 Northwest
Farms LLC 492＋101：14．21 108．2�

57 ドリームボンバー 牡6鹿 57 国分 恭介セゾンレースホース 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B478－ 41：14．94 44．2�
11 
� ストライクルート 牝4栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾形 和幸 米 Shadai Cor-

poration 428＋101：15．85 7．6�
813� シゲルミズガメザ 牡4鹿 57 松田 大作森中 蕃氏 日吉 正和 日高 サンバマウン

テンファーム 488± 01：16．75 60．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，809，400円 複勝： 27，663，200円 枠連： 9，320，700円
馬連： 33，307，600円 馬単： 22，478，700円 ワイド： 15，327，100円
3連複： 44，597，700円 3連単： 79，568，100円 計： 249，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 140円 � 180円 枠 連（6－7） 1，080円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 520円 �� 810円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 15，470円

票 数

単勝票数 計 168094 的中 � 10975（6番人気）
複勝票数 計 276632 的中 � 21282（6番人気）� 71161（1番人気）� 38508（2番人気）
枠連票数 計 93207 的中 （6－7） 6391（6番人気）
馬連票数 計 333076 的中 �� 17437（6番人気）
馬単票数 計 224787 的中 �� 4874（16番人気）
ワイド票数 計 153271 的中 �� 7158（6番人気）�� 4352（11番人気）�� 13003（2番人気）
3連複票数 計 445977 的中 ��� 16145（5番人気）
3連単票数 計 795681 的中 ��� 3796（44番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―13．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップセレブアイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラローレル デビュー 2010．9．19 阪神1着

2008．3．3生 牡6青鹿 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ 28戦3勝 賞金 33，499，000円

14022 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第10競走 ��
��1，200�

ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走14時40分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

814 モンマックス 牡4鹿 57 菱田 裕二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 512－ 81：09．3 4．0�
22 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 中舘 英二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448＋ 61：09．51� 3．9�
713 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 504－ 41：09．6クビ 9．2�
610 ジャストザオネスト 牡4黒鹿57 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 494＋ 4 〃 クビ 20．2�
58 ホークインザブルー 	4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 466＋ 6 〃 ハナ 56．9	
23 スマートマーチ 牝4鹿 55 丸山 元気大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 436＋ 61：09．81
 98．1

815 マジカルビアンカ 牝4芦 55 伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 434－10 〃 クビ 122．9�
34 アポロダイヤモンド 牝4鹿 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 448＋ 21：09．9� 26．9�
11 タガノレオーネ 牝4鹿 55 中井 裕二八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 4 〃 クビ 6．6
46 スピリットレイク 牝4鹿 55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－101：10．0� 15．2�
35 メイショウムロト 牡5鹿 57 荻野 琢真松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 474－ 21：10．1クビ 12．6�
47 � サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 470＋ 21：10．31
 30．1�
712 カシノラピス 牝5栗 55 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 430－ 4 〃 アタマ 159．0�
611 テーオートマホーク 牡4鹿 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 クビ 5．8�
59  サンマルビューティ 牝4黒鹿55 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 432＋ 41：10．93� 147．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，874，200円 複勝： 30，133，300円 枠連： 13，545，200円
馬連： 47，998，000円 馬単： 29，016，100円 ワイド： 21，263，200円
3連複： 65，435，200円 3連単： 110，100，700円 計： 337，365，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 180円 � 210円 枠 連（2－8） 970円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 470円 �� 510円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 198742 的中 � 40153（2番人気）
複勝票数 計 301333 的中 � 55067（1番人気）� 45243（2番人気）� 33933（5番人気）
枠連票数 計 135452 的中 （2－8） 10386（2番人気）
馬連票数 計 479980 的中 �� 35947（1番人気）
馬単票数 計 290161 的中 �� 10660（1番人気）
ワイド票数 計 212632 的中 �� 11510（2番人気）�� 10446（3番人気）�� 7114（9番人気）
3連複票数 計 654352 的中 ��� 20709（5番人気）
3連単票数 計1101007 的中 ��� 8430（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 8，11（4，13）（10，6）14（7，15）2，9，3，1－（5，12） 4 8，11（4，13）（10，6）14（7，2）15－（3，9）1（5，12）

勝馬の
紹 介

モンマックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．17 函館2着

2010．4．15生 牡4鹿 母 トニーズメモリイ 母母 ピーチブルーム 11戦2勝 賞金 27，083，000円



14023 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得
賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

510	 サンレイレーザー 牡5鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 530－ 21：35．2 6．3�
611 サトノギャラント 牡5黒鹿56 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 2．4�
816 シルクアーネスト 牡7栗 57 宮崎 北斗有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 81：35．3
 45．4�
59 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472－141：35．51� 6．1�
714 ア ー デ ン ト 牡5芦 56 高倉 稜 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：35．71� 16．5�
11 プリンセスジャック 牝4栗 53 �島 良太	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 2 〃 クビ 19．0

35 レオアクティブ 牡5栗 56 勝浦 正樹	レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 448－ 81：35．8クビ 10．1�
48 エアラフォン 牡7栗 56 松田 大作 	ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B480－ 4 〃 ハナ 181．9�
24 セイルラージ 牡7鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 6 〃 クビ 24．0
23 メイケイペガスター 牡4青 56 藤岡 佑介名古屋競馬	 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 01：35．9クビ 6．5�
47 カネトシディオス 牡7黒鹿56 国分 恭介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 448－141：36．0 27．9�
713 オースミイチバン 牡5栗 56 中井 裕二	オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 512－141：36．1
 346．4�
612 ミッキードリーム 牡7栗 58 川島 信二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－121：36．2
 35．0�
36 オートドラゴン 牡10栗 56 藤懸 貴志大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 510± 01：36．3 286．7�
815 ラインブラッド 牡8栗 57 木幡 初広大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 512± 01：36．4
 166．6�
12 ウインドジャズ 牡7黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494－ 81：36．61� 296．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，243，200円 複勝： 75，031，100円 枠連： 30，117，400円
馬連： 154，466，800円 馬単： 83，425，400円 ワイド： 55，686，800円
3連複： 202，945，200円 3連単： 376，290，000円 計： 1，028，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 130円 � 740円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，450円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 9，900円 3 連 単 ��� 47，650円

票 数

単勝票数 計 502432 的中 � 63560（3番人気）
複勝票数 計 750311 的中 � 108959（2番人気）� 234190（1番人気）� 16416（11番人気）
枠連票数 計 301174 的中 （5－6） 62202（1番人気）
馬連票数 計1544668 的中 �� 136742（2番人気）
馬単票数 計 834254 的中 �� 26560（6番人気）
ワイド票数 計 556868 的中 �� 42260（1番人気）�� 3671（41番人気）�� 7374（24番人気）
3連複票数 計2029452 的中 ��� 15143（35番人気）
3連単票数 計3762900 的中 ��� 5829（151番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．8―12．8―12．2―10．9―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―37．4―50．2―1：02．4―1：13．3―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F32．8
3 16，9（4，14）（10，15）8（1，12）（6，11）2（7，13）5，3 4 16（9，14）4（10，15）8（1，12）（6，11）（2，13）（7，5）3

勝馬の
紹 介

	サンレイレーザー �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 Cozzene （3戦0勝 賞金 5，900，000円）

2009．4．23生 牡5鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 18戦4勝 賞金 118，481，000円
地方デビュー 2011．5．4 門別

※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 サンディエゴシチー号・ストークアンドレイ号・ブルーピアス号

14024 5月4日 晴 良 （26新潟1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．27以降26．4．27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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 サンライズウェイ 牡4栗 56 菱田 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456± 01：53．3 4．0�
611� ミッキーマーチ �5栗 53 吉田 隼人野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B504＋101：53．93	 19．8�
46 ソルモンターレ 牡8鹿 55 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B466＋ 4 〃 ハナ 23．4�
610 マンハッタンコード 牡5鹿 55 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：54．0
 16．3�
814 ブルーメリディアン 牝5黒鹿52 小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 446＋ 2 〃 クビ 26．9	
712� シンクヴェトリル 牡5鹿 55 中舘 英二�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 560＋ 41：54．1
 37．8

713� エビスグレイト 牡4黒鹿54 高倉 稜加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 484－ 21：54．2クビ 23．7�
35 ラローザブル 牡4栗 56 津村 明秀髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B510＋ 21：54．41� 13．1�
815 オ レ ア リ ア 牡4黒鹿55 西田雄一郎 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：54．5クビ 28．3
59 カーティスバローズ 牡4鹿 56 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 488－ 2 〃 クビ 2．7�
11 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 55 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 アタマ 7．4�
58 マキノクィーン 牝4鹿 52 勝浦 正樹島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 492－ 21：54．81
 35．9�
34 コスモメルハバ 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 B520＋161：54．9
 17．9�
22 スマイルミッキー 牡8鹿 51 藤懸 貴志広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 484＋ 21：57．3大差 236．5�
47 � テーオーフェアリー 牝5栗 51 黛 弘人小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480－ 21：58．25 31．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，544，600円 複勝： 56，954，200円 枠連： 21，467，300円
馬連： 86，150，800円 馬単： 47，108，700円 ワイド： 38，560，600円
3連複： 115，509，900円 3連単： 199，817，600円 計： 600，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 500円 � 570円 枠 連（2－6） 2，010円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 9，330円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，560円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 32，380円 3 連 単 ��� 164，400円

票 数

単勝票数 計 345446 的中 � 69380（2番人気）
複勝票数 計 569542 的中 � 108583（2番人気）� 26556（7番人気）� 22716（8番人気）
枠連票数 計 214673 的中 （2－6） 7889（9番人気）
馬連票数 計 861508 的中 �� 12974（19番人気）
馬単票数 計 471087 的中 �� 3730（31番人気）
ワイド票数 計 385606 的中 �� 6121（16番人気）�� 6162（15番人気）�� 1857（57番人気）
3連複票数 計1155099 的中 ��� 2633（109番人気）
3連単票数 計1998176 的中 ��� 897（522番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．9―13．5―12．4―11．9―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．5―51．0―1：03．4―1：15．3―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
9，13（7，4，15）（1，3，6，14）（10，11）（2，5）8，12・（9，13）5（4，15）（7，14）（1，3，11）6（10，12）－（2，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズウェイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．25 京都3着

2010．3．14生 牡4栗 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル 16戦3勝 賞金 45，127，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 サンライズウェイ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：15番）
ソルモンターレ号の騎手荻野琢真は，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50，000円。（被害馬：10番・

15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） 2頭 オーシュペール号・ハヤブサペコチャン号
（非抽選馬）11頭 アルスマルカート号・ケツァルコアトル号・コスモパルダ号・トップオブカハラ号・トミケンユークアイ号・

ハッピーマリーン号・ファストソング号・ブロッケン号・メイショウオオカゼ号・メイショウソラーレ号・
ロードエフォール号

３レース目



（26新潟1）第2日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

183，850，000円
5，660，000円
1，740，000円
16，580，000円
62，081，000円
5，234，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
248，268，900円
390，449，200円
143，775，100円
533，461，000円
337，529，500円
246，828，300円
735，800，300円
1，285，141，600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 3，921，253，900円

総入場人員 21，573名 （有料入場人員 19，735名）
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