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14049 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第1競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50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

711 ポピュラーストック �6栗 60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 63：09．8 6．7�

813� プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 516－ 23：09．9� 6．5�
33 サルジェンツチェリ 牡4芦 59 熊沢 重文加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 474＋ 23：10．53� 3．9�
814 スリーマーゴーン 牡4芦 59 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 456± 03：11．45 17．7�
22 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482－ 23：11．61� 64．0	
712� ブルースビスティー 牡6鹿 60 金子 光希備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 474－123：11．81� 24．9

57 ダムールフォンテン 牡4青鹿59 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 528＋ 23：12．01� 95．1�
69 キープトライン 牡4鹿 59 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B478＋ 23：12．1クビ 5．3�
45 プロヴィデンス 牡8鹿 60 江田 勇亮臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 516＋ 83：12．63 18．4
610� ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 57 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 478－103：13．55 96．3�
34 ティティベンケイ 牡4鹿 59 難波 剛健田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 494－ 83：14．03 70．2�
11 � プリティピンク 牝6栗 58 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 新冠 越湖牧場 416＋ 43：14．85 78．7�
58 � スターファンタジア 牝5黒鹿58 山本 康志下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 480＋ 23：16．18 30．1�
46 ドリームピース 牡5栗 60 草野 太郎セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム 484＋ 2 （競走中止） 3．8�
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売 得 金
単勝： 6，960，200円 複勝： 11，873，500円 枠連： 5，126，700円
馬連： 15，042，400円 馬単： 11，629，600円 ワイド： 8，114，700円
3連複： 25，608，500円 3連単： 39，168，100円 計： 123，523，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 230円 � 160円 枠 連（7－8） 1，260円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 21，940円

票 数

単勝票数 計 69602 的中 � 8277（5番人気）
複勝票数 計 118735 的中 � 13475（4番人気）� 12580（5番人気）� 22940（2番人気）
枠連票数 計 51267 的中 （7－8） 3023（9番人気）
馬連票数 計 150424 的中 �� 5281（10番人気）
馬単票数 計 116296 的中 �� 2341（19番人気）
ワイド票数 計 81147 的中 �� 2431（10番人気）�� 4181（5番人気）�� 3800（7番人気）
3連複票数 計 256085 的中 ��� 6672（9番人気）
3連単票数 計 391681 的中 ��� 1318（68番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．9－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポピュラーストック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．17 新潟2着

2008．1．19生 �6栗 母 グラマーストック 母母 アピーリングストーリー 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サルジェンツチェリ号の騎手五十嵐雄祐は，負傷のため熊沢重文に変更。
〔競走中止〕 ドリームピース号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

14050 5月17日 曇 稍重 （26新潟1）第5日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

815 シャドウシティー 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋ 41：56．5 4．2�

814 ドリームエルダー 牡3栗 56
53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 466－ 61：56．81� 5．2�

610 サダムアリガトウ 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋10 〃 ハナ 4．6�
11 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－ 21：56．9� 5．8�
47 トウカイストリーム 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 530－ 21：57．53� 4．3�
46 エイシンゴーイング 牡3鹿 56 藤懸 貴志�栄進堂 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 516－ 81：57．81� 52．4	
59 ジョックロック 牡3鹿 56 嶋田 純次
ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 444＋ 8 〃 アタマ 15．8�
23 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 杉原 誠人
湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 438± 01：59．18 45．6�
34 サドラーズヒーロ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482－ 21：59．2� 58．9
35 フォカッチャ 牝3黒鹿54 横山 和生吉田 千津氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 444－142：00．15 72．2�
712 ワイルドビューティ 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 446－ 62：00．31� 148．0�
58 フォーティンアワズ 牡3栗 56 菅原 隆一加藤 徹氏 松永 康利 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 460＋ 62：01．04 395．2�
611 マジックホーガン 牡3鹿 56 西村 太一
杵臼牧場 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 476± 02：01．1� 79．6�
713 サンバークレー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也加藤 信之氏 鹿戸 雄一 浦河 岡本牧場 B458－182：02．37 23．5�
22 ダノンシラーズ 牡3黒鹿56 伊藤 工真�ダノックス 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 562＋382：03．910 167．3�
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売 得 金
単勝： 11，081，100円 複勝： 19，232，700円 枠連： 6，496，200円
馬連： 19，461，700円 馬単： 13，830，000円 ワイド： 11，171，200円
3連複： 27，578，500円 3連単： 44，639，200円 計： 153，490，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 200円 � 160円 枠 連（8－8） 1，160円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 110811 的中 � 20980（1番人気）
複勝票数 計 192327 的中 � 36242（1番人気）� 23358（5番人気）� 33710（2番人気）
枠連票数 計 64962 的中 （8－8） 4153（5番人気）
馬連票数 計 194617 的中 �� 12681（2番人気）
馬単票数 計 138300 的中 �� 4523（6番人気）
ワイド票数 計 111712 的中 �� 6397（3番人気）�� 7212（2番人気）�� 5435（7番人気）
3連複票数 計 275785 的中 ��� 12241（1番人気）
3連単票数 計 446392 的中 ��� 3299（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．6―52．2―1：05．2―1：17．8―1：30．5―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウシティー �
�
父 デュランダル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．12．7 中山14着

2011．3．14生 牡3鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ドリームエルダー号の調教師根本康広は，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過怠金10，000円。

シャドウシティー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：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンバークレー号・ダノンシラーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月

17日まで平地競走に出走できない。

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月17日 曇 稍重 （26新潟1）第5日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ラインハート 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B444＋ 41：11．9 4．7�

58 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 21：12．11� 1．5�

814 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B436＋ 61：12．41� 6．3�

34 コ ア ク マ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 404± 01：13．14 31．3�
712 ノスタルジック 牝3鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 472－ 2 〃 クビ 24．0�
610 スリーパイン 牝3鹿 54 川島 信二鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 B472＋ 21：13．2クビ 42．4�
11 ラウンドガール 牝3栗 54 岩部 純二加藤 貴子氏 萱野 浩二 新冠 中本 隆志 460 ―1：13．51� 32．9	
47 フェアリーミラクル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436＋ 21：13．82 241．5

22 ビューティフルラン 牝3黒鹿54 黛 弘人�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B424＋ 41：14．33 30．7�
611 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54 菱田 裕二山本 信行氏 今野 貞一 浦河 永田 克之 402＋221：14．4� 456．9
815 アルファルミエール 牝3栗 54 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新冠 秋田牧場 462－ 61：14．5クビ 78．1�
23 メイショウツルヒメ 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 492＋161：14．81� 82．1�
59 アンスメーヌ 牝3栗 54 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 454 ―1：15．01� 264．4�
46 タマモウエルカム 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁タマモ� 清水 英克 新ひだか フジワラフアーム 416＋ 41：15．1クビ 150．7�
713 ガストネード 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也日下部勝德氏 土田 稔 新冠 佐藤 信広 444 ―1：16．48 252．7�
（ブレイクアップ）
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売 得 金
単勝： 17，278，500円 複勝： 50，669，100円 枠連： 6，264，200円
馬連： 23，383，300円 馬単： 19，458，400円 ワイド： 12，277，300円
3連複： 33，241，100円 3連単： 70，085，200円 計： 232，657，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（3－5） 230円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 160円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 172785 的中 � 29595（2番人気）
複勝票数 計 506691 的中 � 61192（2番人気）� 325543（1番人気）� 51575（3番人気）
枠連票数 計 62642 的中 （3－5） 20248（1番人気）
馬連票数 計 233833 的中 �� 60334（1番人気）
馬単票数 計 194584 的中 �� 14723（3番人気）
ワイド票数 計 122773 的中 �� 23024（1番人気）�� 6924（3番人気）�� 16511（2番人気）
3連複票数 計 332411 的中 ��� 60646（1番人気）
3連単票数 計 700852 的中 ��� 17078（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―12．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．30 中京3着

2011．1．23生 牝3鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 6戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガストネード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月17日まで平地競走

に出走できない。

14052 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （芝・外内）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：06．0良

814 エイブルブラッド 牡6鹿 60 石神 深一吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 498－ 63：07．4 20．9�
22 ネオレボルーション �8青鹿61 横山 義行 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 502－ 23：07．61� 9．5�
33 マーリンシチー 牡8鹿 61 北沢 伸也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 460－123：07．91� 2．9�
813 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476＋ 23：08．43 6．4�
58 アラタマユニバース 牡5青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 476－183：08．72 22．1	
712 エクセリオン 牡7芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－ 23：08．8	 6．2

34 
 アポロドーロス 牡5鹿 60 山本 康志アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 482－ 23：08．9� 13．1�
45 ウォンテッド 牡4黒鹿59 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 482－ 23：09．11� 12．9�
610
 トーセンプラチナ 牡5鹿 60 江田 勇亮島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 43：09．84 58．5�
711 リリースバージョン 牡7鹿 60 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 482＋ 63：09．9� 146．3�
57 ビッグウィーク 牡7青鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 458－ 83：10．11� 10．4�
11 アドマイヤツバサ 牡7青鹿61 高田 潤近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474＋ 43：10．52	 8．9�
69 
 コブラボール 牡10青鹿60 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 480－ 43：11．03 146．3�
46 ローレルエルヴェル 牡9鹿 60 上野 翔 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 452＋ 2 （競走中止） 107．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，472，500円 複勝： 16，990，500円 枠連： 7，024，800円
馬連： 21，366，800円 馬単： 14，470，800円 ワイド： 11，263，000円
3連複： 34，099，100円 3連単： 52，040，500円 計： 170，728，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 660円 � 280円 � 160円 枠 連（2－8） 1，710円

馬 連 �� 12，480円 馬 単 �� 30，260円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 1，200円 �� 550円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 138，160円

票 数

単勝票数 計 134725 的中 � 5084（9番人気）
複勝票数 計 169905 的中 � 5230（10番人気）� 15343（5番人気）� 36298（1番人気）
枠連票数 計 70248 的中 （2－8） 3046（9番人気）
馬連票数 計 213668 的中 �� 1264（39番人気）
馬単票数 計 144708 的中 �� 353（87番人気）
ワイド票数 計 112630 的中 �� 875（40番人気）�� 2291（16番人気）�� 5419（3番人気）
3連複票数 計 340991 的中 ��� 2199（44番人気）
3連単票数 計 520405 的中 ��� 278（423番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 51．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイブルブラッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2010．9．18 札幌1着

2008．3．9生 牡6鹿 母 フサイチエイブル 母母 Stardusk 障害：4戦2勝 賞金 20，800，000円
〔騎手変更〕 エイブルブラッド号の騎手五十嵐雄祐は，負傷のため石神深一に変更。

ローレルエルヴェル号の騎手草野太郎は，第1競走での落馬負傷のため上野翔に変更。
〔発走状況〕 アムールクエスト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 ローレルエルヴェル号は，競走中に疾病〔左第3中手骨複骨折〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
※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。
（非当選馬） 2頭 スカイアクセス号・ドリームセーリング号
（非抽選馬） 1頭 トウシンボルト号



14053 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15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

59 マイネルゼーラフ 牡3青鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 482－101：48．6 32．0�

36 ソードラック 牡3鹿 56 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 444± 0 〃 ハナ 12．8�
12 メイショウビザン 牝3栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 4 〃 クビ 2．8�
816 クールジョーカー 牡3黒鹿56 菱田 裕二小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 444－ 2 〃 ハナ 10．1�
815 ティーエスギムレ 牡3栗 56 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440＋ 61：48．91� 24．6�
24 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± 01：49．21� 4．4	
48 クリノキングムーン 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 434＋ 21：49．3� 20．5

611 ダ ー エ 牝3栗 54 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 436－ 6 〃 アタマ 37．2�
23 サンアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 456－ 81：49．4クビ 4．1�
35 プランドール 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 448－121：49．5� 74．5
510 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 柴田 未崎居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 472 ―1：49．71 24．4�
612 タッテナムコーナー 牡3栗 56 石神 深一�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 446＋ 6 〃 クビ 229．3�
11 マイネシェルブール 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 392± 01：49．91� 126．5�

47 ノブブラックモア 牡3鹿 56 高田 潤前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：50．11� 40．7�
713 ル ジ ェ リ 牝3黒鹿54 高倉 稜�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 424＋ 41：51．48 387．7�
714 ブルーナイル 牝3鹿 54 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：52．14 128．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，169，100円 複勝： 24，744，400円 枠連： 9，366，100円
馬連： 23，215，700円 馬単： 17，265，200円 ワイド： 15，025，500円
3連複： 36，417，100円 3連単： 57，548，600円 計： 197，751，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 730円 � 260円 � 150円 枠 連（3－5） 6，410円

馬 連 �� 15，960円 馬 単 �� 50，970円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 1，850円 �� 590円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 179，970円

票 数

単勝票数 計 141691 的中 � 3494（9番人気）
複勝票数 計 247444 的中 � 6658（9番人気）� 24020（5番人気）� 57993（1番人気）
枠連票数 計 93661 的中 （3－5） 1079（17番人気）
馬連票数 計 232157 的中 �� 1074（38番人気）
馬単票数 計 172652 的中 �� 250（96番人気）
ワイド票数 計 150255 的中 �� 991（34番人気）�� 1948（20番人気）�� 6785（5番人気）
3連複票数 計 364171 的中 ��� 1694（46番人気）
3連単票数 計 575486 的中 ��� 236（447番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．3―47．6―1：00．2―1：12．9―1：25．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．7
3 8（3，14）6（4，15）2，9（1，11）5，13，16，12，10－7 4 8，14（3，6）（4，15）2（1，9）11（13，16，5）（12，10）7

勝馬の
紹 介

マイネルゼーラフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2013．9．1 新潟4着

2011．3．10生 牡3青鹿 母 エンジェルインザモーニング 母母 Dolphins Dream 6戦1勝 賞金 6，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

14054 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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

611 シャルマンウーマン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 498＋ 4 57．2 3．3�

816 タマモテンカラット 牝3栗 54 丸山 元気タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 476－ 2 57．3� 3．2�
714 マ イ ガ ー ル 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二北村 和江氏 中野 栄治 日高 増尾牧場 422－10 57．51� 50．9�
35 クリノハッチャン 牝3鹿 54 田中 博康栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 470＋10 57．6� 46．1�
11 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452＋ 2 〃 クビ 16．2�
59 アクアプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 434－10 57．7� 46．8	
815 ショウナンアラジン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 404＋ 4 57．91� 28．5

48 ユメノナカヘ 牝3青鹿54 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 432－16 〃 クビ 33．3�
47 ルイアイザック 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 B436± 0 58．0クビ 7．2
713 ホウショウマージ 牝3栗 54 村田 一誠芳賀 吉孝氏 上原 博之 日高 新井 昭二 386－ 4 58．21 50．7�
23 チタノティアラ 牝3栗 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 420± 0 58．3� 31．7�
36 サンマイアミ 牝3黒鹿54 黛 弘人坂田 行夫氏 蛯名 利弘 浦河 南部 功 426－ 2 〃 ハナ 62．0�
612 トゥルースカイ 牡3鹿 56 柴山 雄一宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 468－ 6 〃 アタマ 9．0�
12 ヤマトレディ 牝3鹿 54 木幡 初広西浦 和男氏 南田美知雄 新冠 隆栄牧場 412－ 4 58．72� 101．7�
510 クリノアシュラオー 	3黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 440－ 8 58．91� 8．7�
24 エニータイム 牝3鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 細川牧場 442 ― 59．32� 190．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，404，600円 複勝： 18，841，200円 枠連： 8，439，900円
馬連： 23，129，600円 馬単： 16，043，800円 ワイド： 12，464，400円
3連複： 33，984，400円 3連単： 53，223，900円 計： 178，531，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 140円 � 680円 枠 連（6－8） 350円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，410円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 21，180円

票 数

単勝票数 計 124046 的中 � 30101（2番人気）
複勝票数 計 188412 的中 � 40839（2番人気）� 42267（1番人気）� 4664（9番人気）
枠連票数 計 84399 的中 （6－8） 17907（1番人気）
馬連票数 計 231296 的中 �� 33745（1番人気）
馬単票数 計 160438 的中 �� 10822（1番人気）
ワイド票数 計 124644 的中 �� 13136（1番人気）�� 1987（16番人気）�� 1959（17番人気）
3連複票数 計 339844 的中 ��� 3993（16番人気）
3連単票数 計 532239 的中 ��� 1855（46番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．1―44．9

上り4F44．9－3F34．2
勝馬の
紹 介

シャルマンウーマン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 東京7着

2011．3．29生 牝3鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア 5戦1勝 賞金 6，300，000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 シゲルソウシュウ号



14055 5月17日 曇 稍重 （26新潟1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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 サンセルマン 牡5黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 466± 01：12．1 3．3�
814�� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada 480＋ 4 〃 ハナ 52．0�

610� アートオブキング 牡5栗 57
54 ▲小崎 綾也岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B482＋ 21：12．2� 4．2�

713 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 伊藤 工真西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 496－ 61：12．41 67．1�
58 グレイングロース 牡4鹿 57 川島 信二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 512－ 61：12．61	 21．2�
712� ザゲームイズオン 牡5鹿 57 津村 明秀大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 19．4	
47 � ペガサスピッコロ 牡5栗 57 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 522－151：12．7	 55．8

34 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 478＋ 2 〃 クビ 3．3�
46 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 492－ 4 〃 ハナ 11．4
35 サイレンスバード 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B494－ 61：12．8� 72．5�
59 � クリノイチフジ 牡4芦 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 田中 章博 日高 島瀬 順一 466－ 11：12．9クビ 41．8�
23 ハーモニーフェア 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 454－ 21：13．0	 53．5�
22 ウインドクラスト 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460－ 61：13．1	 15．3�
611� エクセレンフレール 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie
W. Lockhart Jr. 506－ 21：14．05 23．3�

11 ステキトワイライト 牝4鹿 55
54 ☆中井 裕二小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 438－161：14．95 186．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，961，100円 複勝： 28，466，300円 枠連： 7，865，300円
馬連： 24，119，200円 馬単： 15，929，300円 ワイド： 15，172，100円
3連複： 34，591，900円 3連単： 56，025，000円 計： 198，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，120円 � 170円 枠 連（8－8） 8，530円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 320円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 72，290円

票 数

単勝票数 計 159611 的中 � 39144（1番人気）
複勝票数 計 284663 的中 � 59907（2番人気）� 4472（11番人気）� 50570（3番人気）
枠連票数 計 78653 的中 （8－8） 681（23番人気）
馬連票数 計 241192 的中 �� 2109（24番人気）
馬単票数 計 159293 的中 �� 858（43番人気）
ワイド票数 計 151721 的中 �� 1462（25番人気）�� 13823（2番人気）�� 1148（31番人気）
3連複票数 計 345919 的中 ��� 2269（37番人気）
3連単票数 計 560250 的中 ��� 572（204番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．5―11．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンセルマン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．8．14 新潟18着

2009．5．9生 牡5黒鹿 母 イースタンロマン 母母 スズノグロリア 21戦3勝 賞金 26，640，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ハヤブサフィーバー号

14056 5月17日 曇 稍重 （26新潟1）第5日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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

68 ユキノスライダー 牡4栗 57 菱田 裕二遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 450＋ 41：55．0 6．2�
33 カレングラスジョー 牡4栗 57 松田 大作鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520± 01：55．1� 2．1�
710� マヤノカデンツァ 牡5栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B478＋ 41：55．2� 4．6�
79 マルイチワンダー 牡4栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 438＋ 2 〃 ハナ 44．0�
67 ジョナパランセ 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 496－ 41：55．51� 10．3�
11 アスターフレンチ 牡4栗 57 田中 博康加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 502± 01：55．71� 43．2�
22 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456＋ 41：55．8クビ 8．8	
55 フュージリア 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－201：55．9� 64．7


811� ヴァリュービジョン �5黒鹿57 宮崎 北斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 482－ 41：56．32� 132．8�

56 スリーヨーク 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 61：56．61� 9．1
812� マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 杉原 誠人加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 458＋ 61：56．7� 106．5�
44 � ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 藤懸 貴志中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B522＋ 41：56．8� 166．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，806，100円 複勝： 24，617，700円 枠連： 7，940，900円
馬連： 21，698，200円 馬単： 15，952，700円 ワイド： 11，332，600円
3連複： 29，260，200円 3連単： 58，343，500円 計： 183，951，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 180円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，350円

票 数

単勝票数 計 148061 的中 � 18883（3番人気）
複勝票数 計 246177 的中 � 41628（2番人気）� 79733（1番人気）� 38974（3番人気）
枠連票数 計 79409 的中 （3－6） 12568（2番人気）
馬連票数 計 216982 的中 �� 28497（2番人気）
馬単票数 計 159527 的中 �� 7671（5番人気）
ワイド票数 計 113326 的中 �� 11800（2番人気）�� 7173（4番人気）�� 18007（1番人気）
3連複票数 計 292602 的中 ��� 34488（1番人気）
3連単票数 計 583435 的中 ��� 9908（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．8―52．7―1：05．0―1：16．9―1：29．7―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―3F38．1
1
3
6，9（2，8）（3，7）（1，5，11）10，4，12・（6，9）10（2，3，8）－7，1（5，11）－4，12

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡4栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 17戦2勝 賞金 17，620，000円



14057 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 プリンセスムーン 牝4栗 55
52 ▲松若 風馬玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 484－ 41：09．5 2．2�

510 カシノワルツ 牝4黒鹿 55
52 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440＋ 4 〃 クビ 14．2�

714 スーパーアース 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 462＋ 2 〃 ハナ 8．2�
713 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 424± 01：09．71� 51．9�

612 ジャストザオネスト 牡4黒鹿57 杉原 誠人ジャスト・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 488－ 6 〃 ハナ 21．7�

611 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 502－ 21：09．8� 8．9	
23 フィールドメジャー 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 21：09．9� 28．6

24 クインスウィーティ 牝4芦 55 藤懸 貴志田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 424－ 81：10．0クビ 38．3�
815 カレンシェリーメイ 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 404＋ 2 〃 クビ 9．9�
47 エフティチャーミー 牝4鹿 55 村田 一誠吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 440＋ 61：10．1� 91．4
816 ハプスブルク 牡4鹿 57 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 448＋ 4 〃 クビ 60．7�
35 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± 01：10．3� 22．5�
48 トシファイブスター 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 434± 0 〃 アタマ 67．9�
11 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 452－ 4 〃 ハナ 6．0�
12 レ フ ア 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 444－121：11．36 189．4�
36 	 ミキノロココ 牝4鹿 55 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 久米 和夫 464－141：11．83 115．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，052，600円 複勝： 26，818，100円 枠連： 10，324，900円
馬連： 30，515，500円 馬単： 19，990，700円 ワイド： 17，030，900円
3連複： 43，021，200円 3連単： 74，321，200円 計： 238，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 370円 � 230円 枠 連（5－5） 1，930円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 600円 �� 410円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 16，530円

票 数

単勝票数 計 160526 的中 � 58986（1番人気）
複勝票数 計 268181 的中 � 63936（1番人気）� 15295（6番人気）� 28492（5番人気）
枠連票数 計 103249 的中 （5－5） 3952（9番人気）
馬連票数 計 305155 的中 �� 12437（6番人気）
馬単票数 計 199907 的中 �� 6025（7番人気）
ワイド票数 計 170309 的中 �� 7070（5番人気）�� 11278（3番人気）�� 2002（22番人気）
3連複票数 計 430212 的中 ��� 7577（9番人気）
3連単票数 計 743212 的中 ��� 3320（33番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．3．26生 牝4栗 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 12戦2勝 賞金 24，450，000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。
（非抽選馬） 2頭 アポロアリーナ号・ネオザミスティック号

14058 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第10競走 ��2，200�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走14時50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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

57 ダノンシンフォニー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 82：14．4 3．3�
11 シャイニーリーヴァ 牡4鹿 57 勝浦 正樹小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 466－102：14．72 6．5�
610 カムイミンタラ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 4．1�
712 ブロードスター �4鹿 57 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 474＋ 22：14．91� 6．9�
33 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 横山 和生猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋122：15．0クビ 65．1	
34 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 42：15．21	 18．6

711 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 488－ 22：15．3クビ 75．6�
813 スティルレーベン 牡4鹿 57 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 478± 0 〃 アタマ 80．3�
69 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 黛 弘人 �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± 0 〃 アタマ 29．2
814 プライドイズメシア 牡4鹿 57 柴山 雄一三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 520－ 42：15．4
 7．6�
22 プロフェッサー 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 472＋ 82：15．82	 10．3�
45 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 松田 大作三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 82：15．9クビ 51．4�
58 ヴェイパーコーン 牡4栗 57 荻野 琢真 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B504－ 62：16．32	 30．3�
46 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B510＋ 22：18．8大差 240．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，743，400円 複勝： 32，692，800円 枠連： 10，532，400円
馬連： 37，326，900円 馬単： 25，061，200円 ワイド： 18，782，100円
3連複： 53，256，300円 3連単： 92，191，400円 計： 288，586，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 190円 � 150円 枠 連（1－5） 1，050円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 440円 �� 260円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，340円

票 数

単勝票数 計 187434 的中 � 45286（1番人気）
複勝票数 計 326928 的中 � 66780（1番人気）� 40278（4番人気）� 62855（2番人気）
枠連票数 計 105324 的中 （1－5） 7429（5番人気）
馬連票数 計 373269 的中 �� 23515（2番人気）
馬単票数 計 250612 的中 �� 8709（6番人気）
ワイド票数 計 187821 的中 �� 9936（4番人気）�� 20440（1番人気）�� 9773（5番人気）
3連複票数 計 532563 的中 ��� 28436（2番人気）
3連単票数 計 921914 的中 ��� 9277（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．6―12．7―12．7―12．3―12．4―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―35．7―48．3―1：01．0―1：13．7―1：26．0―1：38．4―1：50．4―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシンフォニー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．2．17 東京2着

2010．4．25生 牡4鹿 母 ヴェイパートレイル 母母 ハッピートレイルズ 8戦2勝 賞金 23，283，000円



14059 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第11競走 ��1，200�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走15時25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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 ナリタシーズン 牡7栗 57 川島 信二�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 512－ 41：11．8 10．8�
58 � キクノラフィカ 牡5青鹿57 菱田 裕二菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B490＋ 2 〃 ハナ 2．5�
22 ファインスカイ 牝4鹿 55 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 472－ 81：12．12 7．5�
59 リベルタドーレス 牡4栗 57 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 492－ 21：12．31 66．3�
23 エトルアンフルール 牝4栗 55 丸山 元気村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 480＋ 61：12．4� 22．4�
814� ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 高倉 稜�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 456＋ 21：12．61� 7．2	
815 マジッククレスト 牝5青鹿55 津村 明秀 
キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋161：12．7	 13．6�
610 ドレッシースタイル 牡4青鹿57 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 480＋ 61：12．91� 7．4�
712
 ミリアグラシア 牝4栗 55 勝浦 正樹杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 500± 0 〃 クビ 9．8
47 スズノオオタカ 牡6鹿 57 中谷 雄太阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 526＋ 41：13．21	 89．3�
713 ポークチョップ 牝4鹿 55 熊沢 重文鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B458± 0 〃 アタマ 18．0�
611 エリモフェザー 牝4栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 406－ 81：13．51	 84．4�
35 ビップセレブアイ 牡6青鹿57 吉田 隼人鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 41：13．71� 34．6�
46 ローレルシャイニー 牡4黒鹿57 中井 裕二 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 460－ 5 〃 アタマ 95．9�
11 
� アグネスレイザー 牡9鹿 57 杉原 誠人渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &

Dr. E. C. Allred 490＋ 41：15．5大差 101．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，302，200円 複勝： 46，647，500円 枠連： 25，460，600円
馬連： 94，770，800円 馬単： 52，288，000円 ワイド： 36，114，100円
3連複： 132，140，500円 3連単： 221，215，400円 計： 638，939，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 150円 � 220円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，220円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 22，890円

票 数

単勝票数 計 303022 的中 � 22290（6番人気）
複勝票数 計 466475 的中 � 39942（6番人気）� 108161（1番人気）� 51966（4番人気）
枠連票数 計 254606 的中 （3－5） 17433（4番人気）
馬連票数 計 947708 的中 �� 50417（4番人気）
馬単票数 計 522880 的中 �� 10002（11番人気）
ワイド票数 計 361141 的中 �� 12651（4番人気）�� 6964（19番人気）�� 18195（3番人気）
3連複票数 計1321405 的中 ��� 30211（5番人気）
3連単票数 計2212154 的中 ��� 7135（43番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―12．4―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．9―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタシーズン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2009．9．27 阪神5着

2007．2．23生 牡7栗 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 33戦4勝 賞金 44，067，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サウンドカスケード号・デリケートアーチ号・メイショウジビュス号
（非抽選馬）11頭 ウインクロニクル号・エーシンブランコス号・グランプリブルー号・クリノロッキー号・コーリンギデオン号・

ザストロンシチー号・ディアイレイザー号・テイクファイア号・ハワイアンシュガー号・フランキンセンス号・
ヤマニンブルジョン号

14060 5月17日 曇 良 （26新潟1）第5日 第12競走 1，800�
い し う ち

石 打 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

35 アースザスリー 牝4鹿 55 吉田 隼人 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 486＋ 41：46．8 4．4�
612 レイヌドネージュ 牝4鹿 55 横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 480－141：46．9� 5．4�
816 アラドヴァル 牝5青 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 16．7�
510 クイーンアルタミラ 牝5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 480＋ 21：47．0� 37．4�
714 センティナリー 牝4鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：47．21 17．5	
611 ア ガ サ 牝4青 55 木幡 初広上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 480－ 61：47．41� 101．4

23 エスターブレ 牝4栗 55 熊沢 重文草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：47．5� 5．3�
47 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 41：47．71� 14．8�
815 ナンヨーユナ 牝4芦 55 藤懸 貴志中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 6．6
12 ジェラテリアバール 牝4黒鹿55 二本柳 壮吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 12．0�
59 ミラクルルージュ 牝4青鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 462＋181：47．91� 37．2�
11 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 432± 01：48．0クビ 28．4�
713 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 川島 信二里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458＋ 61：48．21� 20．3�
24 セ シ リ ア 牝5栗 55 菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440－ 41：48．73 12．3�
36 ピ ロ ポ 牝4鹿 55 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 428－ 4 〃 クビ 276．3�
48 � エバールージュ 牝5栗 55 高倉 稜宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 81：50．29 176．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，521，700円 複勝： 45，689，500円 枠連： 18，367，400円
馬連： 61，962，100円 馬単： 33，362，600円 ワイド： 28，013，400円
3連複： 84，492，500円 3連単： 140，499，300円 計： 437，908，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 250円 � 420円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，190円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 35，260円

票 数

単勝票数 計 255217 的中 � 46140（1番人気）
複勝票数 計 456895 的中 � 86018（1番人気）� 48457（4番人気）� 24063（8番人気）
枠連票数 計 183674 的中 （3－6） 10596（6番人気）
馬連票数 計 619621 的中 �� 34566（2番人気）
馬単票数 計 333626 的中 �� 8709（4番人気）
ワイド票数 計 280134 的中 �� 11545（2番人気）�� 5745（12番人気）�� 3838（21番人気）
3連複票数 計 844925 的中 ��� 8247（17番人気）
3連単票数 計1404993 的中 ��� 2941（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．3―47．2―59．1―1：11．4―1：23．5―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースザスリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．6 中山3着

2010．4．14生 牝4鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス 14戦2勝 賞金 27，667，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（26新潟1）第5日 5月17日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 178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

170，560，000円
5，660，000円
1，550，000円
15，340，000円
63，912，500円
6，257，600円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
196，753，100円
347，283，300円
123，209，400円
395，992，200円
255，282，300円
196，761，300円
567，691，300円
959，301，300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 3，042，274，200円

総入場人員 7，567名 （有料入場人員 6，457名）
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