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14037 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

34 ダブルフェイス 牡3栗 56 勝浦 正樹山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 508＋ 41：12．3 1．6�

58 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464－ 81：12．61� 8．4�

59 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：12．7� 8．1�
47 ミスズモンブラン 牡3栗 56 高倉 稜永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 476± 0 〃 ハナ 21．2�
611 ハ ブ ー ブ �3芦 56 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 470＋ 21：13．12� 13．8	
35 モズニントク 牡3黒鹿56 松田 大作北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 470＋ 1 〃 ハナ 18．6

11 コーリングユー 牡3鹿 56 古川 吉洋山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 築紫 洋 520 ―1：13．2� 14．5�
815 デランテーロ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 416－ 81：13．3クビ 50．1�
610 ビーチドラゴン �3黒鹿56 丸山 元気窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 514 ―1：13．51� 98．6
814 シュンブレイン 牡3栗 56 津村 明秀石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 472＋ 41：13．6クビ 20．8�
713 ハコダテノタカ �3鹿 56

53 ▲石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B432－ 4 〃 ハナ 107．4�
22 ファーストフォリオ 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 470－ 41：13．81 82．9�
23 リワードターン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社
リワード 482－121：14．11� 76．6�

712 オキテスグメシ 牡3栗 56
53 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 446＋ 21：14．31 214．9�

46 ネ ア ポ リ ス 牡3青鹿56 田中 勝春 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 504－ 61：14．83 56．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，405，600円 複勝： 41，199，900円 枠連： 8，858，600円
馬連： 28，043，200円 馬単： 23，241，600円 ワイド： 16，962，600円
3連複： 43，348，300円 3連単： 81，181，300円 計： 258，241，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（3－5） 200円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 250円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 154056 的中 � 78472（1番人気）
複勝票数 計 411999 的中 � 237350（1番人気）� 38022（2番人気）� 35935（3番人気）
枠連票数 計 88586 的中 （3－5） 33586（1番人気）
馬連票数 計 280432 的中 �� 40123（2番人気）
馬単票数 計 232416 的中 �� 25924（2番人気）
ワイド票数 計 169626 的中 �� 17813（2番人気）�� 19806（1番人気）�� 7521（5番人気）
3連複票数 計 433483 的中 ��� 35512（1番人気）
3連単票数 計 811813 的中 ��� 25237（2番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．8―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．3―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルフェイス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．1．19 中山2着

2011．4．18生 牡3栗 母 クライインシンパシ 母母 クライングフォーモア 3戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マルカシグナス号

14038 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第2競走 ��1，400�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
1：19．0
1：19．0

良
良

713 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 418＋ 21：23．1 13．6�
815 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 横山 和生�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 434－ 81：23．31� 3．6�
48 ジェットセッター 牡3青鹿56 勝浦 正樹下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 452－ 8 〃 クビ 5．7�
611 キネオソレイユ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 434－ 8 〃 ハナ 8．1�
23 フヨウアーミーデー 牡3鹿 56 柴田 未崎刈屋 	氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 B472－ 2 〃 ハナ 12．6

714 シャトールージュ 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 492 ― 〃 ハナ 38．0�
47 ファインシュシュ 牝3青鹿54 木幡 初広井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 438－ 41：23．4クビ 6．7�
816 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 五十嵐雄祐日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 474＋ 21：23．61� 8．5�
24 バトルスパート 牡3鹿 56 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 有限会社 大

作ステーブル B520 ―1：23．92 62．1�
59 キシュウセリカ 牝3青鹿54 西田雄一郎木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 446 ―1：24．11� 142．4�
510 ブラボーハワイ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：24．2クビ 6．3�
12 コスモエトワール 牡3栗 56 嘉藤 貴行 ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：24．3� 123．1�
612 ユーヌベルファム 牝3鹿 54 柴山 雄一飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：24．51� 145．7�
11 ダイワベンチャー 牡3鹿 56 大庭 和弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 折手牧場 446 ―1：25．35 49．1�
35 スナイパーライフル 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 日吉 正和 日高 厚賀古川牧場 470 ―1：27．2大差 100．4�
36 フェリーチェシチー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 日高大洋牧場 442 ―1：31．6大差 175．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，481，200円 複勝： 19，886，000円 枠連： 7，561，700円
馬連： 19，410，600円 馬単： 13，419，300円 ワイド： 10，831，500円
3連複： 28，372，300円 3連単： 43，094，400円 計： 153，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 250円 � 140円 � 190円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，040円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 32，560円

票 数

単勝票数 計 104812 的中 � 6116（8番人気）
複勝票数 計 198860 的中 � 17015（6番人気）� 48706（1番人気）� 26500（2番人気）
枠連票数 計 75617 的中 （7－8） 4571（6番人気）
馬連票数 計 194106 的中 �� 7017（10番人気）
馬単票数 計 134193 的中 �� 1942（25番人気）
ワイド票数 計 108315 的中 �� 4816（4番人気）�� 2415（17番人気）�� 6654（1番人気）
3連複票数 計 283723 的中 ��� 4841（17番人気）
3連単票数 計 430944 的中 ��� 977（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―47．0―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イタリアンフェッテ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．3 函館12着

2011．1．15生 牝3鹿 母 イ ン カ ル ネ 母母 フラワーガーデン 11戦1勝 賞金 6，500，000円
〔騎手変更〕 コスモエトワール号の騎手丹内祐次は，第3日第2競走での落馬負傷のため嘉藤貴行に変更。
〔制裁〕 キシュウセリカ号の調教師本間忍は，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。

フヨウアーミーデー号の騎手柴田未崎は，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50，000円。（被害馬：10
番）
フヨウアーミーデー号の騎手柴田未崎は，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：11番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナイパーライフル号・フェリーチェシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成26年6月11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤラブ号・キープイットリアル号

第１回 新潟競馬 第４日



14039 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 サトノミラクル 牡3鹿 56 杉原 誠人里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 550＋ 41：56．3 5．6�
11 ピアノコンクール 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：57．04 5．5�
23 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 426＋ 61：57．21 6．1�
22 カガグレイハート 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 430－14 〃 クビ 112．7�
59 イタダキマス 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 498＋ 41：57．3� 36．0�
814 クラシックセーラ 牝3鹿 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 462－ 61：57．51� 17．5	
46 グレイトフル 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514± 01：57．6� 12．6

34 クラバウターマン 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 470－ 21：57．7クビ 50．1�
610 カフジスター 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 464－ 61：57．91� 5．6�
611 ムスカバード 牝3青 54 嶋田 純次 グリーンファーム千田 輝彦 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 クビ 78．3�
58 カリビアンロマンス 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 488＋101：58．0� 6．8�
35 ヤマノペガサス 牝3芦 54 花田 大昂澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 410－ 6 〃 ハナ 137．1�
47 ドリームフェイス 牡3青鹿56 森 一馬セゾンレースホース 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 B478－ 21：58．21� 176．9�
713 フラクシヌス 牡3芦 56

53 ▲原田 和真加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 546＋141：58．83� 6．1�
815 サトピーオスカル 牡3青鹿56 西村 太一稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか 大典牧場 442－121：59．01� 39．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，589，000円 複勝： 20，287，000円 枠連： 7，872，000円
馬連： 23，563，900円 馬単： 15，762，400円 ワイド： 13，088，700円
3連複： 34，763，200円 3連単： 54，986，200円 計： 182，912，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 180円 � 170円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 660円 �� 560円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 10，790円

票 数

単勝票数 計 125890 的中 � 17831（3番人気）
複勝票数 計 202870 的中 � 27718（3番人気）� 30283（2番人気）� 33304（1番人気）
枠連票数 計 78720 的中 （1－7） 6269（3番人気）
馬連票数 計 235639 的中 �� 9407（7番人気）
馬単票数 計 157624 的中 �� 3635（9番人気）
ワイド票数 計 130887 的中 �� 4825（7番人気）�� 5766（4番人気）�� 6815（2番人気）
3連複票数 計 347632 的中 ��� 10615（4番人気）
3連単票数 計 549862 的中 ��� 3764（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．8―13．5―13．1―13．1―13．4―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．2―50．7―1：03．8―1：16．9―1：30．3―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノミラクル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fast Gold デビュー 2014．1．6 京都中止

2011．4．24生 牡3鹿 母 ビーフェアー 母母 Misty Moon 4戦1勝 賞金 5，000，000円

14040 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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

79 � コスモファントム 牡7鹿 60 熊沢 重文 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds 524－ 83：12．1 2．9�

56 � アスターコリント 牡5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.
W. McNeely III 552＋ 63：12．42 10．2�

811 セクシイサウンド 牝4鹿 57 五十嵐雄祐平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 500＋ 83：12．61� 3．8�
11 ドンクーガー 牡4青鹿59 難波 剛健山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 478± 03：12．81� 3．0�
67 コスモカンタービレ 牡7黒鹿60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 500－ 8 〃 ハナ 18．4�
22 � エーシンザピーク 牡4栗 59 黒岩 悠	栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

474＋ 2 〃 クビ 21．2

44 フ ロ レ ン ト 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 63：13．01 61．4�
710 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450－ 43：14．27 126．5�
68 � イチザゴールド 牡6黒鹿60 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 カミイスタット 506－ 23：14．3	 216．8
812 ビッグプレゼンター 牡5鹿 60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 474－ 63：15．04 38．4�
55 スズカホープ 
6鹿 60 高野 和馬永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 502＋ 23：15．31	 21．8�
33 � グリーティングワン 牡4黒鹿59 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 23：22．2大差 204．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 11，935，500円 複勝： 15，122，600円 枠連： 6，591，400円
馬連： 20，606，600円 馬単： 18，113，200円 ワイド： 10，231，500円
3連複： 32，037，000円 3連単： 62，008，100円 計： 176，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 150円 枠 連（5－7） 1，150円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 670円 �� 320円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 119355 的中 � 32992（1番人気）
複勝票数 計 151226 的中 � 32076（2番人気）� 14388（4番人気）� 28737（3番人気）
枠連票数 計 65914 的中 （5－7） 4247（6番人気）
馬連票数 計 206066 的中 �� 8212（6番人気）
馬単票数 計 181132 的中 �� 5169（8番人気）
ワイド票数 計 102315 的中 �� 3529（8番人気）�� 8623（3番人気）�� 5345（4番人気）
3連複票数 計 320370 的中 ��� 12022（6番人気）
3連単票数 計 620081 的中 ��� 4075（32番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．6－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コスモファントム �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Paris House デビュー 2009．6．28 阪神3着

2007．2．8生 牡7鹿 母 Southern House 母母 My Southern Love 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円



14041 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・左・外）

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

23 スズカヴァンガード �3栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 470－ 21：49．4 4．3�
510 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 476± 01：49．61� 4．6�
714 ファイナルブロー 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 422－ 6 〃 ハナ 20．5�
713 ハドソンヤード 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464－ 21：49．7� 27．5�
816 ダークインテジャー 牡3黒鹿56 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 486＋14 〃 ハナ 5．2	
612 テーオービックバン 牡3栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：49．91� 4．8

35 トーセンウィンザー 牡3鹿 56 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 41：50．0� 86．5�
48 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：50．1� 9．3
47 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 伊藤 工真丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 446＋ 61：50．41� 66．8�
24 ハートオブジュン 牝3鹿 54 高倉 稜林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 480－ 21：50．5� 81．3�
59 デルマゴクウ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 462－12 〃 アタマ 149．0�
36 マイネコンチェルト 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B394＋12 〃 アタマ 296．9�
12 マイネシャムロック 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 41：50．71 172．8�
815 シ ゲ ル ト サ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 三枝牧場 470＋ 2 〃 クビ 41．4�
11 スティルバイト 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 壮史氏 畠山 吉宏 洞	湖 レイクヴィラファーム 424－ 61：51．12� 97．9�
611 ダブルミッション 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 470＋ 21：51．95 8．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，990，700円 複勝： 25，747，700円 枠連： 10，006，000円
馬連： 31，213，700円 馬単： 19，233，000円 ワイド： 16，206，400円
3連複： 40，961，100円 3連単： 68，435，300円 計： 228，793，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 200円 � 400円 枠 連（2－5） 1，400円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，320円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 40，150円

票 数

単勝票数 計 169907 的中 � 31615（1番人気）
複勝票数 計 257477 的中 � 44947（1番人気）� 35657（4番人気）� 13918（7番人気）
枠連票数 計 100060 的中 （2－5） 5288（6番人気）
馬連票数 計 312137 的中 �� 16992（5番人気）
馬単票数 計 192330 的中 �� 5722（5番人気）
ワイド票数 計 162064 的中 �� 10443（1番人気）�� 2911（18番人気）�� 2354（19番人気）
3連複票数 計 409611 的中 ��� 3666（26番人気）
3連単票数 計 684353 的中 ��� 1258（134番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―13．1―13．6―13．4―11．5―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．2―48．3―1：01．9―1：15．3―1：26．8―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカヴァンガード �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 Danzig デビュー 2013．9．1 新潟10着

2011．3．29生 �3栗 母 ブリイジースズカ 母母 Sea Breezer 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 マイネコンチェルト号の騎手丹内祐次は，第3日第2競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 デルマゴクウ号の騎手原田和真は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

ハドソンヤード号の騎手松若風馬は，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：12番）
※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） 2頭 スイートノエル号・ダーエ号
（非抽選馬） 2頭 アンジュドボヌール号・プラウドウルフ号

14042 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時35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

816 ケルシャンス 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 412－141：10．2 8．1�

510 マサノハナチャン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 440＋ 2 〃 アタマ 108．6�

24 ベルモントラハイナ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 444－161：10．3� 6．4�

36 ウィステリアカット 牝3鹿 54 熊沢 重文大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 468＋10 〃 ハナ 69．3�
612 ヒーラブズミー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太吉田 千津氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 436－ 21：10．51� 4．8�
59 ベストコレクション 牝3栗 54 丸山 元気嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 434－16 〃 クビ 98．6	
714 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 460＋ 81：10．6� 6．5

815 エフティコゼット 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 416＋ 21：10．81� 48．0�
11 コスモリュブリュー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 470＋ 4 〃 ハナ 11．9�
23 ブリッツカイザー 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 484－ 21：10．9� 2．5
48 バルサムホロウ 牝3鹿 54 田中 博康�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 422－ 41：11．11 137．7�
12 ピュアジャパン 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 430＋ 81：11．42 242．9�
713 トレランシア 牝3栗 54 木幡 初広山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 428－10 〃 ハナ 469．4�
35 シゲルエチゼン 牡3鹿 56 藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 470＋ 61：11．5クビ 46．1�
47 クリノツネチャン 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 426＋ 21：11．92� 25．2�
611 ナリタレアル 牝3栗 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 390－ 4 〃 ハナ 195．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，070，100円 複勝： 22，296，000円 枠連： 8，425，600円
馬連： 23，928，200円 馬単： 16，949，400円 ワイド： 13，408，000円
3連複： 32，922，900円 3連単： 58，995，300円 計： 191，995，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 1，600円 � 310円 枠 連（5－8） 7，140円

馬 連 �� 21，670円 馬 単 �� 30，590円

ワ イ ド �� 4，660円 �� 1，020円 �� 6，660円

3 連 複 ��� 62，790円 3 連 単 ��� 418，640円

票 数

単勝票数 計 150701 的中 � 14705（5番人気）
複勝票数 計 222960 的中 � 25345（4番人気）� 3066（11番人気）� 19979（5番人気）
枠連票数 計 84256 的中 （5－8） 872（22番人気）
馬連票数 計 239282 的中 �� 815（46番人気）
馬単票数 計 169494 的中 �� 409（73番人気）
ワイド票数 計 134080 的中 �� 696（45番人気）�� 3382（11番人気）�� 484（54番人気）
3連複票数 計 329229 的中 ��� 387（135番人気）
3連単票数 計 589953 的中 ��� 104（807番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―45．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 3，14－1（4，7）6－（2，9）（5，16）（8，11）10，15，13，12 4 3，14－1（4，7）6－（2，9）－（5，16）（8，11）（10，15）（13，12）

勝馬の
紹 介

ケルシャンス �
�
父 Dubawi �

�
母父 Monsun デビュー 2013．7．13 福島3着

2011．2．24生 牝3鹿 母 ケルアモーレ 母母 Qelle Amie 7戦1勝 賞金 10，050，000円
〔騎手変更〕 コスモリュブリュー号の騎手丹内祐次は，第3日第2競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔発走状況〕 ベストコレクション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ナイキブレイヴ号



14043 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 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

55 トゥザレジェンド 牝4栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋101：54．7 1．6�
79 � ホワイトプラネット 牝4芦 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B506－121：54．91� 8．5�
33 ティアップレーヴ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 480± 01：55．0� 5．3�
812 レッドフォーチュン 牝4芦 55 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 452＋ 41：55．32 10．6�
68 クレバーパルマ 牝4栗 55 松田 大作本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 432± 0 〃 クビ 52．5�
710 ホワイトアルバム 牝6芦 55 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 526＋121：55．51� 20．0	
67 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 436－12 〃 クビ 106．1

56 タニノセレナーデ 牝4黒鹿55 田中 勝春谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 438－ 61：55．71� 18．3�
44 � スリーアメニティー 牝5鹿 55

52 ▲松若 風馬永井商事� 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 456－ 41：55．8	 207．1
11 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490± 01：55．9� 152．8�
22 エルシェロアスール 牝4栗 55 津村 明秀山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 474± 0 〃 クビ 21．6�
811 ティアップサニー 牝4黒鹿55 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞
湖 メジロ牧場 474＋101：57．28 105．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，862，000円 複勝： 62，209，200円 枠連： 7，887，200円
馬連： 25，733，200円 馬単： 24，067，400円 ワイド： 14，618，400円
3連複： 38，588，400円 3連単： 91，920，300円 計： 283，886，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 180円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，250円

票 数

単勝票数 計 188620 的中 � 98702（1番人気）
複勝票数 計 622092 的中 � 444177（1番人気）� 22552（4番人気）� 39796（2番人気）
枠連票数 計 78872 的中 （5－7） 15375（2番人気）
馬連票数 計 257332 的中 �� 26685（3番人気）
馬単票数 計 240674 的中 �� 16405（4番人気）
ワイド票数 計 146184 的中 �� 11534（4番人気）�� 18426（1番人気）�� 3663（10番人気）
3連複票数 計 385884 的中 ��� 23540（2番人気）
3連単票数 計 919203 的中 ��� 15981（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．4―14．2―13．1―12．8―12．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．4―51．6―1：04．7―1：17．5―1：30．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
9，11（2，12）（1，3，10）4，5－6（8，7）・（9，11）12，5（2，3，10）（4，6）1（8，7）

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

勝馬の
紹 介

トゥザレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．4．5生 牝4栗 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 11戦2勝 賞金 25，200，000円
〔制裁〕 ノーブルガイア号の騎手梶晃啓は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

14044 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （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

46 グランプリナイト 牡4黒鹿57 丸山 元気�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 502－ 41：12．0 3．0�
57 ヒカリマサムネ 牡4栗 57 池添 謙一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 458＋ 21：12．42� 5．3�
610 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496± 01：12．5クビ 17．1�
22 � プレミアムゴールド 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 472－14 〃 クビ 19．7�

58 シュナップス 牡4栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 442－ 6 〃 アタマ 11．6�
814 テイエムヒーロー 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 508＋361：12．6クビ 6．0	
712 ブライトシチー 牡5青鹿57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 500－ 2 〃 クビ 108．2

711 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 466－ 41：13．02� 27．7�
33 フィンデルムンド 牡6鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B482－ 21：13．1� 7．2
813� ロクイチスマイル 牝5芦 55

52 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 492－ 2 〃 ハナ 127．6�
45 サーシスリーフ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 490± 0 〃 クビ 20．9�
34 � キクノセントロ 牡4栗 57 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 474＋10 〃 ハナ 9．8�
11 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B508－ 81：13．52� 77．5�
69 ヒラボクファイター 牡4鹿 57 伊藤 工真�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 454－ 21：13．81	 80．6�
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売 得 金
単勝： 17，008，300円 複勝： 27，514，200円 枠連： 9，241，400円
馬連： 28，518，900円 馬単： 19，103，700円 ワイド： 16，696，900円
3連複： 42，663，500円 3連単： 72，085，600円 計： 232，832，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 330円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 660円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 19，780円

票 数

単勝票数 計 170083 的中 � 46063（1番人気）
複勝票数 計 275142 的中 � 66406（1番人気）� 33796（3番人気）� 17257（7番人気）
枠連票数 計 92414 的中 （4－5） 15126（2番人気）
馬連票数 計 285189 的中 �� 20222（2番人気）
馬単票数 計 191037 的中 �� 7642（2番人気）
ワイド票数 計 166969 的中 �� 10456（2番人気）�� 6288（6番人気）�� 2144（25番人気）
3連複票数 計 426635 的中 ��� 5455（22番人気）
3連単票数 計 720856 的中 ��� 2690（46番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリナイト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．3 中京6着

2010．5．11生 牡4黒鹿 母 アイラインローザー 母母 エイシングレシャス 12戦2勝 賞金 19，700，000円
※ヒラボクファイター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14045 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

45 � グレイスフラワー 牝5青鹿55 丸山 元気佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458± 02：00．9 8．1�
68 エスターブレ 牝4栗 55 丸田 恭介草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 462＋ 8 〃 ハナ 3．8�
812 プラチナテーラー 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 22：01．11� 7．8�
711 コスモスターター 牝4栗 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 02：01．2� 28．9�
22 � チャペルプリンセス 牝5栗 55 嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 〃 クビ 4．9�
56 マンノアクトレス 牝4鹿 55 高倉 稜萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 438＋162：01．3クビ 6．5	
813 テイコフトウショウ 牝4栗 55 古川 吉洋トウショウ産業
 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋142：01．51 35．2�
69 アイズオンリー 牝4芦 55

52 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 514± 02：01．71� 22．1�
33 スイートクラウン 牝4栗 55 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B480＋ 62：02．02 28．3
57 スワンソング 牝4鹿 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－142：02．1� 9．6�
44 レッドカチューシャ 牝4青鹿55 吉田 隼人 
東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 9．4�
11 カネトシエターナル 牝4栗 55 田中 勝春兼松 利男氏 武井 亮 新ひだか 土田 扶美子 440＋ 22：02．63 36．6�
710� サンマルダーム 牝5栗 55 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 434－ 22：03．45 130．9�
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売 得 金
単勝： 16，453，200円 複勝： 26，808，100円 枠連： 9，033，500円
馬連： 31，502，200円 馬単： 19，835，200円 ワイド： 17，100，200円
3連複： 45，739，500円 3連単： 75，124，400円 計： 241，596，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 160円 � 210円 枠 連（4－6） 760円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，160円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 28，520円

票 数

単勝票数 計 164532 的中 � 16100（5番人気）
複勝票数 計 268081 的中 � 27256（5番人気）� 55219（1番人気）� 31464（3番人気）
枠連票数 計 90335 的中 （4－6） 8838（1番人気）
馬連票数 計 315022 的中 �� 13656（2番人気）
馬単票数 計 198352 的中 �� 4033（10番人気）
ワイド票数 計 171002 的中 �� 7682（2番人気）�� 3505（15番人気）�� 6362（4番人気）
3連複票数 計 457395 的中 ��� 7062（11番人気）
3連単票数 計 751244 的中 ��� 1944（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．9―48．0―1：00．7―1：13．2―1：25．5―1：37．7―1：48．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グレイスフラワー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー

2009．3．4生 牝5青鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 10戦1勝 賞金 10，648，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 コスモスターター号の騎手丹内祐次は，第3日第2競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。

14046 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時40分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

69 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：53．9 7．3�
610 ゼンノスサノヲ 牡3栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 476＋ 4 〃 アタマ 129．6�
814 エイシンソニック 牡3青鹿56 津村 明秀�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 494－ 41：54．43 56．7�
46 グラスプリマ 牝3鹿 54 丸田 恭介半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 504－10 〃 ハナ 8．3�
813 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54 松田 大作伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 434－ 8 〃 ハナ 10．2	
712 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 高倉 稜西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 494± 0 〃 クビ 50．3

11 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 池添 謙一八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486± 01：54．5クビ 3．3�
57 ワンダフルニュース 牡3栗 56 宮崎 北斗島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 488＋ 41：54．81� 16．5�
22 コスモラヴモア 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 470－ 8 〃 アタマ 41．5
45 コクリュウノマイ 牡3青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B496＋ 61：54．9� 13．6�
33 スペシャルギフト 牡3栗 56 中舘 英二有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：55．22 10．7�
711 サトノバリアント 牡3鹿 56 勝浦 正樹里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442＋ 41：55．3� 3．6�
34 パ ブ ロ ワ 牝3芦 54 丸山 元気菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492－161：56．25 137．9�
58 フロールシータ 牝3栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526± 01：56．83� 80．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，403，900円 複勝： 34，951，400円 枠連： 12，983，800円
馬連： 44，696，900円 馬単： 28，845，600円 ワイド： 21，993，900円
3連複： 61，546，700円 3連単： 108，167，800円 計： 335，590，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 1，900円 � 1，480円 枠 連（6－6） 25，690円

馬 連 �� 21，380円 馬 単 �� 29，290円

ワ イ ド �� 5，200円 �� 4，640円 �� 23，040円

3 連 複 ��� 344，110円 3 連 単 ��� 1，400，490円

票 数

単勝票数 計 224039 的中 � 24518（3番人気）
複勝票数 計 349514 的中 � 46370（3番人気）� 4278（13番人気）� 5565（11番人気）
枠連票数 計 129838 的中 （6－6） 373（33番人気）
馬連票数 計 446969 的中 �� 1543（45番人気）
馬単票数 計 288456 的中 �� 727（72番人気）
ワイド票数 計 219939 的中 �� 1045（43番人気）�� 1172（39番人気）�� 233（85番人気）
3連複票数 計 615467 的中 ��� 132（289番人気）
3連単票数 計1081678 的中 ��� 57（1490番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．0―13．7―12．3―12．2―13．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．4―51．1―1：03．4―1：15．6―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡3鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 10戦2勝 賞金 22，406，000円
〔騎手変更〕 コスモラヴモア号の騎手丹内祐次は，第3日第2競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。



14047 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第11競走 ��
��2，000�第36回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，25．5．4以降26．5．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

510 ユールシンギング 牡4鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 532＋ 41：59．2 5．0�
35 マジェスティハーツ 牡4鹿 55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－ 8 〃 クビ 4．1�
816� レッドレイヴン 牡4青鹿56．5 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 514± 01：59．41� 3．2�
24 カルドブレッサ 牡6栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：59．5クビ 20．0�
47 ダノンヨーヨー 牡8栗 56 池添 謙一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－10 〃 クビ 106．3	
713 サクラアルディート 牡6鹿 56 田中 勝春�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 482－ 41：59．6� 11．8

12 タマモベストプレイ 牡4栗 55 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492± 0 〃 クビ 10．6�
714 レインスティック 牡7栗 55 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B460－ 81：59．8	 32．7�
23 スマートギア 牡9栗 55 松田 大作大川 徹氏 松永 昌博 新冠 大栄牧場 458± 01：59．9� 219．4
59 ナリタクリスタル 牡8黒鹿57．5 田中 健�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：00．11
 137．5�
611 エクスペディション 牡7栗 57 丸田 恭介 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 2 〃 ハナ 20．8�
36 シ ン ゲ ン 牡11黒鹿55 村田 一誠吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 62：00．42 126．6�
612 アドマイヤタイシ 牡7黒鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋142：00．5クビ 30．6�
11 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿55 勝浦 正樹�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 452＋ 4 〃 クビ 20．7�
48 メイショウナルト �6鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 458－ 82：00．6	 16．2�
815 トランスワープ �9鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム 532－102：01．13 54．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，379，500円 複勝： 122，864，300円 枠連： 56，931，600円
馬連： 313，119，900円 馬単： 148，047，700円 ワイド： 107，295，500円
3連複： 445，271，600円 3連単： 727，717，100円 計： 2，009，627，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（3－5） 1，130円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 410円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 883795 的中 � 141034（3番人気）
複勝票数 計1228643 的中 � 203142（3番人気）� 205653（2番人気）� 262502（1番人気）
枠連票数 計 569316 的中 （3－5） 37274（4番人気）
馬連票数 計3131199 的中 �� 221439（3番人気）
馬単票数 計1480477 的中 �� 47722（6番人気）
ワイド票数 計1072955 的中 �� 63443（3番人気）�� 69684（2番人気）�� 77606（1番人気）
3連複票数 計4452716 的中 ��� 254417（1番人気）
3連単票数 計7277171 的中 ��� 71700（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．4―48．6―1：01．1―1：13．3―1：25．1―1：36．6―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 9，12，13（8，11，15）－5（2，6）4（3，16）10（1，14）7 4 9，12，13（8，11）15（2，5，6）4（3，10，16）（1，14）7

勝馬の
紹 介

ユールシンギング �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．1．27 東京3着

2010．4．25生 牡4鹿 母 ジョリーノエル 母母 クリスマスツリー 11戦4勝 賞金 119，446，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の23頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）23頭 アロマカフェ号・イケドラゴン号・エアウルフ号・エックスマーク号・エーシンミラージュ号・クラウンレガーロ号・

サイモントルナーレ号・サトノシュレン号・サンシャイン号・シゲルササグリ号・シャトーブランシュ号・
スピリタス号・スピルバーグ号・トップカミング号・トーセンジャガー号・フェスティヴタロー号・
ブルーデジャブ号・ボレアス号・ミッキーパンプキン号・ミッドサマーフェア号・メイショウウズシオ号・
メイショウツチヤマ号・リヤンドファミユ号

14048 5月11日 晴 良 （26新潟1）第4日 第12競走 ��
��1，000�

ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走16時00分 （芝・直線）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816� アンウォンド 牝4栗 55 田中 勝春�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 490－ 4 55．3 2．8�

611� アスペンサミット 牝4鹿 54 杉原 誠人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,
Mrs JA Hudson 472＋ 4 〃 アタマ 5．5�

12 �	 フ ギ ン 牝4黒鹿54 丸田 恭介一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 440＋ 8 〃 アタマ 8．4�

24 シャトルアップ 
6栗 57 小崎 綾也広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B508＋12 55．4� 45．1�
11 �	 ツヴァイハンダー 牡5鹿 57 柴山 雄一伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto B556＋ 8 55．5� 44．4	
510 ヤマカツマーフィ 
5鹿 57 高倉 稜山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 526－12 〃 アタマ 43．9

714 モーニングムーン 牝4栗 55 西村 太一�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 450－ 2 55．6クビ 15．5�
815	 シンボリゾンネ 牡6栗 57 花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 536－10 55．7� 49．2�
48 サウンドアドバイス 牝4栗 55 勝浦 正樹加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 4 55．8クビ 5．3
59 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 西田雄一郎澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 474－ 4 〃 クビ 31．7�
36 トミケンフィアブル 牡4栗 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 482± 0 56．01 11．1�
713� タツフラッシュ 牡6鹿 57 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 474－ 8 〃 ハナ 25．4�
35 ダークアイリス 牝5栗 55 吉田 隼人中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 504＋ 6 56．1� 95．3�
47 エーティーガンダム 牡6栗 57 古川 吉洋荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 474± 0 56．42 43．0�
612 アイアムネフライト 牝5栗 55 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482－14 56．5クビ 17．3�
23 バクシンパワー 
4鹿 57 藤懸 貴志�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 462－ 2 56．6� 93．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，626，600円 複勝： 48，444，500円 枠連： 24，552，400円
馬連： 79，181，500円 馬単： 44，881，700円 ワイド： 35，388，900円
3連複： 112，229，400円 3連単： 196，570，000円 計： 576，875，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 200円 � 240円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 580円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 13，120円

票 数

単勝票数 計 356266 的中 � 100503（1番人気）
複勝票数 計 484445 的中 � 115429（1番人気）� 60101（2番人気）� 45587（4番人気）
枠連票数 計 245524 的中 （6－8） 31078（1番人気）
馬連票数 計 791815 的中 �� 70046（1番人気）
馬単票数 計 448817 的中 �� 23537（1番人気）
ワイド票数 計 353889 的中 �� 23769（1番人気）�� 15239（3番人気）�� 7203（10番人気）
3連複票数 計1122294 的中 ��� 22367（7番人気）
3連単票数 計1965700 的中 ��� 11058（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．6―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―32．9―43．4

上り4F43．2－3F33．0
勝馬の
紹 介

�アンウォンド �
�
父 Master Command �

�
母父 Ghadeer デビュー 2013．1．19 中山12着

2010．4．15生 牝4栗 母 Joy Valley 母母 Belle Valley 10戦2勝 賞金 18，337，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アグネスアンジュ号・エクスプローラー号・エヌワイグレース号・ステキトワイライト号

３レース目



（26新潟1）第4日 5月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

208，710，000円
7，300，000円
1，830，000円
18，790，000円
61，721，500円
5，520，400円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
281，205，600円
467，330，900円
169，945，200円
669，518，800円
391，500，200円
293，822，500円
958，443，900円
1，640，285，800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 4，872，052，900円

総入場人員 15，352名 （有料入場人員 13，336名）
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