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14061 5月14日 晴 稍重 （29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

610 プティットクルール 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 422± 01：56．1 21．4�

22 メ ヌ エ ッ ト 牝3芦 54 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 61：56．31� 2．0�
46 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 422－101：56．4� 21．0�
23 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 434＋ 21：56．71� 4．8�
712 クリノアンヌ 牝3栃栗54 菱田 裕二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 454± 01：57．55 72．5�
58 ヴォワルドール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 438－121：58．13� 49．7	

713 カフジジュエル 牝3栗 54
51 ▲川又 賢治加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 460－ 31：58．42 10．3


611 ジュティアン 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 0 〃 ハナ 5．5�
814 ダイワファッション 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 494＋ 4 〃 アタマ 118．8�
11 イケジュンペガサス 牝3芦 54 酒井 学鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474＋ 41：59．46 37．3
815 ハッピーパーティー 牝3芦 54 丸山 元気田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 436± 01：59．5クビ 20．5�
35 フェアウエル 牝3栗 54

52 △伴 啓太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 402－ 41：59．92� 222．5�
34 ワインアンドダイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 22：01．9大差 18．9�
47 アメリカンジョーク 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 460＋ 82：02．22 93．5�
59 デルマミダレガミ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 430－162：02．52 205．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，184，900円 複勝： 16，004，500円 枠連： 9，168，200円
馬連： 26，289，100円 馬単： 14，629，100円 ワイド： 17，110，600円
3連複： 40，525，500円 3連単： 53，024，800円 計： 187，936，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 400円 � 130円 � 630円 枠 連（2－6） 330円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 6，110円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 21，710円 3 連 単 ��� 156，270円

票 数

単勝票数 計 111849 的中 � 4178（8番人気）
複勝票数 計 160045 的中 � 8151（5番人気）� 48296（1番人気）� 4712（8番人気）
枠連票数 計 91682 的中 （2－6） 21514（1番人気）
馬連票数 計 262891 的中 �� 8753（8番人気）
馬単票数 計 146291 的中 �� 1425（24番人気）
ワイド票数 計 171106 的中 �� 4155（9番人気）�� 696（43番人気）�� 3539（14番人気）
3連複票数 計 405255 的中 ��� 1400（55番人気）
3連単票数 計 530248 的中 ��� 246（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．1―49．5―1：03．1―1：16．0―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
・（5，13）－（1，6）－11，7，9（3，10）（8，12）－14（4，2）15・（6，12）－（5，13，2）（1，3，9）10，8，7，11（14，4）－15

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

勝馬の
紹 介

プティットクルール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．7．17 函館6着

2014．3．9生 牝3黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 8戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワインアンドダイン号・アメリカンジョーク号・デルマミダレガミ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年6月14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。
（非当選馬） 1頭 コロリズム号

14062 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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

23 ダブルミステリー 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 41：14．0 19．7�

611 キ ッ プ ヨ シ 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 472－ 4 〃 クビ 10．0�

59 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 434－ 8 〃 ハナ 8．9�
35 クインズアイザ 牝3鹿 54 丸山 元気亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 424－ 2 〃 ハナ 44．5�
815� クロースリーニット 牡3鹿 56 勝浦 正樹飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 522－ 21：14．31� 2．5�
22 シュンヒーロー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 476＋ 4 〃 クビ 4．9�
814 スカーレットジェム 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434＋101：14．4クビ 15．9

58 ドラゴンボート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 496± 01：14．93 45．0�
11 マサリヤヒメ 牝3栗 54 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 424＋ 4 〃 ハナ 159．3�
712 ハミングパッション 牝3青鹿54 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 476± 01：15．32� 4．6
713 クリノカグヤヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 406－ 21：15．51� 89．7�
610 ミーヤリープリー 牝3鹿 54

52 △木幡 初也臺 佳彦氏 武市 康男 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 416＋101：15．6クビ 108．2�

46 サラデコラシオン 牝3栗 54 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 428＋10 〃 ハナ 31．6�
34 � アウトスマート 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米
St George Farm
LLC &
Spurrmont, LLC

454＋101：15．91� 55．2�
47 フレッチャペガサス 牝3栗 54 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 430＋161：17．17 214．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，014，500円 複勝： 19，445，700円 枠連： 8，879，000円
馬連： 27，712，800円 馬単： 15，208，500円 ワイド： 19，318，500円
3連複： 39，816，500円 3連単： 50，668，000円 計： 196，063，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 370円 � 300円 � 280円 枠 連（2－6） 2，050円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，980円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 146，930円

票 数

単勝票数 計 150145 的中 � 6095（7番人気）
複勝票数 計 194457 的中 � 13182（6番人気）� 17500（5番人気）� 19172（4番人気）
枠連票数 計 88790 的中 （2－6） 3354（9番人気）
馬連票数 計 277128 的中 �� 4096（19番人気）
馬単票数 計 152085 的中 �� 902（43番人気）
ワイド票数 計 193185 的中 �� 2755（19番人気）�� 2503（21番人気）�� 3356（17番人気）
3連複票数 計 398165 的中 ��� 1638（54番人気）
3連単票数 計 506680 的中 ��� 250（417番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．6―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―47．4―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．2
3 ・（5，12）（2，15）（6，9，11）10（3，14）1（4，7，8）－13 4 ・（5，12）15，2（9，11）6（3，10，14）－1（4，8）7－13

勝馬の
紹 介

ダブルミステリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2016．9．10 阪神5着

2014．2．20生 牝3栗 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 7戦1勝 賞金 7，500，000円
※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） 1頭 デルマプレイバック号
（非抽選馬） 2頭 ピーナッツバター号・ファステストネオ号

第１回 新潟競馬 第６日



14063 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6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）

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

35 シンコーマーチャン 牡3鹿 56 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B478－ 21：54．3 34．6�
814 レコンキスタ 牡3栗 56 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 494＋ 21：55．57 4．4�
46 タ ル ガ 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－101：55．81� 7．4�
34 ユキノエルドール 牡3栗 56 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 41：56．11� 21．6�
59 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B450＋ 2 〃 クビ 27．1�
47 シーライオン 牡3黒鹿56 秋山真一郎石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 494± 01：56．73� 22．6	
611 コンフェクション 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 428± 01：56．8� 216．3

11 シンゼンキング 牡3黒鹿56 酒井 学原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474＋ 21：57．0� 5．1�
815 トゥザキングダム 牡3青鹿 56

54 △井上 敏樹 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 462－ 81：57．1� 87．2
610 ディープウィンダム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太深見 敏男氏 池添 学 新ひだか 桜井牧場 498＋181：58．59 47．2�
23 フィフティマッハ �3黒鹿56 岩部 純二星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 462－ 21：58．6クビ 267．9�
58 サイモンガオ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 452± 01：59．77 476．7�
22 ラッキーパンチ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 B492－ 22：00．12� 4．1�
712 ロックイット 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 大島牧場 460－ 82：02．1大差 4．9�
713 マイネルピョートル 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B480＋ 22：06．9大差 19．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，818，700円 複勝： 24，324，100円 枠連： 7，698，400円
馬連： 31，266，200円 馬単： 14，905，800円 ワイド： 21，013，600円
3連複： 44，561，100円 3連単： 54，279，400円 計： 215，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 900円 � 180円 � 230円 枠 連（3－8） 3，650円

馬 連 �� 9，880円 馬 単 �� 21，450円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 3，120円 �� 480円

3 連 複 ��� 15，540円 3 連 単 ��� 139，540円

票 数

単勝票数 計 178187 的中 � 4113（10番人気）
複勝票数 計 243241 的中 � 5324（10番人気）� 43570（2番人気）� 29192（5番人気）
枠連票数 計 76984 的中 （3－8） 1632（15番人気）
馬連票数 計 312662 的中 �� 2452（33番人気）
馬単票数 計 149058 的中 �� 521（67番人気）
ワイド票数 計 210136 的中 �� 1999（29番人気）�� 1647（35番人気）�� 12311（3番人気）
3連複票数 計 445611 的中 ��� 2150（54番人気）
3連単票数 計 542794 的中 ��� 282（441番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．8―12．5―12．7―13．0―13．2―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．1―48．9―1：01．4―1：14．1―1：27．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
5（6，14）（1，2，10，13）4－（9，12）－7－11（3，15）－8・（5，14）6－1，10，4－（2，9）＝（11，12）－7（3，15，13）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンコーマーチャン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．26 東京6着

2014．5．17生 牡3鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 マイネルピョートル号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンガオ号・ラッキーパンチ号・ロックイット号・マイネルピョートル号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成29年6月14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 ショットザバニティ号

14064 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：06．0良

56 ステージジャンプ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 510＋ 63：10．1 1．5�

812� ソリッドアクシス �5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 米 Lantern Hill

Farm LLC 444± 03：10．31� 8．6�
711 プレシャスタイム 牡4鹿 59 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 63：10．61	 21．1�
11 クリミアタイガー �4鹿 59 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524－223：11．34 21．5�
33 ラブリープラネット 牡6栗 60 植野 貴也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 486－ 83：11．72
 16．9�
69 メメニシコリ 牡4鹿 59 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 466＋ 83：11．8	 37．0	
813� ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 448＋ 63：12．11	 16．3

22 � サカジロウィーク 牡4黒鹿59 小坂 忠士ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 スガタ牧場 510± 03：12．2	 117．4�
45 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿59 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 458± 03：12．3クビ 6．2
710 ニシノファルコン 牡4黒鹿59 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B448± 03：12．51
 126．3�
44 クラウンスカイ 牡4青鹿59 上野 翔�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 448－223：12．81	 136．8�
68 サンライズアルプス 牡6鹿 60 平沢 健治松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 452＋103：23．0大差 17．8�
57 � ビッグオーラ 牡4鹿 59 大庭 和弥西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 496＋ 43：24．59 157．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，330，500円 複勝： 48，604，600円 枠連： 8，940，700円
馬連： 24，947，400円 馬単： 16，934，600円 ワイド： 15，913，800円
3連複： 39，007，100円 3連単： 68，690，700円 計： 236，369，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 280円 �� 500円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 133305 的中 � 68950（1番人気）
複勝票数 計 486046 的中 � 380407（1番人気）� 20553（3番人気）� 12644（4番人気）
枠連票数 計 89407 的中 （5－8） 17925（2番人気）
馬連票数 計 249474 的中 �� 30960（2番人気）
馬単票数 計 169346 的中 �� 16792（2番人気）
ワイド票数 計 159138 的中 �� 16423（2番人気）�� 7875（5番人気）�� 3541（13番人気）
3連複票数 計 390071 的中 ��� 14887（5番人気）
3連単票数 計 686907 的中 ��� 10511（9番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．1－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステージジャンプ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．9 中京6着

2010．2．9生 牡7鹿 母 ステージヴァージン 母母 ダンシングアウンティー 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円



14065 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6日 第5競走 1，600�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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

612 モ レ ッ キ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492 ―1：34．7 4．2�
36 シャンティローザ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－ 81：34．8� 2．0�
23 ミエノインパルス 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 494＋ 21：34．9� 14．3�
24 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B460＋ 81：35．11� 20．8�
815 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 54 西田雄一郎�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 488＋ 61：35．2� 6．7�
12 トラフィックブルー 牡3栗 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 浦河 桑田フアーム B486＋ 21：35．62� 90．4	
816 リ ウ ォ ー ド 牡3鹿 56 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：35．7クビ 58．6

47 ファンシーアモン 牝3鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 21：36．02 15．5�
35 リードアゲン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 472＋ 2 〃 ハナ 136．2�
714 コスモディライト 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：36．53 22．5
611 スターゲイザー 牡3鹿 56 菱田 裕二野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 B454＋ 21：36．71 11．9�
59 ア ロ エ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 400－ 41：36．8� 175．8�

713 ゴ レ ア ー ダ 牝3栗 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 クビ 70．0�
11 スマイルプリティ 牝3鹿 54 酒井 学臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 472－ 41：37．01 120．0�
48 フルスプレンダー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 458± 01：38．8大差 250．8�
510 ゴールドメモリアル 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 三村 卓也 454＋ 21：40．8大差 293．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，480，800円 複勝： 29，539，900円 枠連： 10，249，900円
馬連： 37，534，000円 馬単： 21，233，500円 ワイド： 25，256，400円
3連複： 54，162，300円 3連単： 73，837，700円 計： 273，294，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 110円 � 230円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，420円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 214808 的中 � 40036（2番人気）
複勝票数 計 295399 的中 � 38398（3番人気）� 108133（1番人気）� 21717（5番人気）
枠連票数 計 102499 的中 （3－6） 19657（1番人気）
馬連票数 計 375340 的中 �� 45814（2番人気）
馬単票数 計 212335 的中 �� 11333（3番人気）
ワイド票数 計 252564 的中 �� 20125（2番人気）�� 4120（16番人気）�� 13008（6番人気）
3連複票数 計 541623 的中 ��� 16514（7番人気）
3連単票数 計 738377 的中 ��� 4464（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．0―46．7―58．7―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（11，15）－（10，8）4（2，5）（7，13）（1，6）3（12，9）14，16 4 ・（11，15）－（10，8）4（2，7，5）1，13（12，6）16，3，9，14

勝馬の
紹 介

モ レ ッ キ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam 初出走

2014．2．13生 牡3黒鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルスプレンダー号・ゴールドメモリアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年6月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サノノジャングル号・テイエムシャッフル号・ルックアットミー号

14066 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6日 第6競走 ��2，000�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
2：00．2
1：56．1

良
良

611 ウインクリムゾン 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 462± 02：01．9 7．1�

510 オメガガーディアン 牡3鹿 56 石橋 脩原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 550＋ 6 〃 クビ 4．6�
35 シ ン デ ン 牡3鹿 56 津村 明秀ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 472＋ 62：02．11� 2．9�
612 アルマシャール 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 502＋12 〃 ハナ 5．1�
714 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56

54 △木幡 初也古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 408＋ 22：02．41� 27．5�
36 	 ロードフェイム 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 英 K I Farm
Corporation 506 ―2：02．71
 9．9	

59 デルマフユゲシキ 牝3鹿 54
52 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444－ 42：02．91� 264．9


47 グリフレット 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B432＋ 22：03．0� 74．6�
12 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 22：03．1
 87．1

48 キープスマイル 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 438＋ 42：03．31 12．8�
713 マイネルバローネ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 宮内牧場 480－ 2 〃 クビ 41．6�
815 トーヨーピース 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：03．4クビ 37．9�
24 タイキワンダー 牡3鹿 56 酒井 学�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448－ 42：03．61� 138．2�
11 ウインドフェスタ 牡3黒鹿56 秋山真一郎福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育

成牧場 494－ 62：04．02� 22．8�
23 ベルベールダンス 牝3青 54 丸山 元気吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 446－102：04．85 118．4�
816 ウイングレンツェン 牡3鹿 56 中井 裕二�ウイン 和田正一郎 新ひだか 竹内 良一 496 ― （競走中止） 184．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，793，200円 複勝： 21，132，600円 枠連： 10，291，200円
馬連： 29，810，500円 馬単： 15，260，300円 ワイド： 18，361，900円
3連複： 42，220，600円 3連単： 51，026，400円 計： 204，896，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 160円 � 140円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 460円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 167932 的中 � 18906（4番人気）
複勝票数 計 211326 的中 � 21218（4番人気）� 34459（3番人気）� 46040（1番人気）
枠連票数 計 102912 的中 （5－6） 11232（3番人気）
馬連票数 計 298105 的中 �� 13714（5番人気）
馬単票数 計 152603 的中 �� 3607（10番人気）
ワイド票数 計 183619 的中 �� 7753（5番人気）�� 9868（4番人気）�� 18006（1番人気）
3連複票数 計 422206 的中 ��� 23028（2番人気）
3連単票数 計 510264 的中 ��� 3976（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．3―48．7―1：01．2―1：13．3―1：25．5―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

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

2
4
8，10（4，12）（5，13，15）（2，7）（14，11）－1－3－16，6，9・（8，10）12（4，5，13，15）（14，11）7，2（3，1）（6，9）＝16

勝馬の
紹 介

ウインクリムゾン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．4．22 福島2着

2014．3．20生 牡3鹿 母 ダイイチビビット 母母 ダイイチルビー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウイングレンツェン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



14067 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6日 第7競走 1，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿55 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋ 21：12．7 3．9�
58 � ラガーエミリー 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 472＋ 61：12．8� 35．9�
35 ペイシャバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 450－ 21：12．9クビ 16．0�
611 トラストマヴィア 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484－ 2 〃 ハナ 9．8�
11 スターペスユウコ 牝6鹿 55 菱田 裕二河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 468＋ 61：13．0� 3．1�
34 テンプルツリー 牝4鹿 55

53 △木幡 初也山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 446± 0 〃 クビ 18．8�
59 � ベストエビデンス 牝5栗 55 丸山 元気大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 424－ 21：13．1クビ 131．3	
22 ハッピーロングラン 牝6鹿 55

52 ▲川又 賢治馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 クビ 35．8

712 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436＋ 21：13．2クビ 17．2�
610 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 472－ 21：13．3� 27．2
815� ハートオブジュン 牝6鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�広富牧場 松山 将樹 浦河 信成牧場 482＋101：13．4クビ 236．1�
46 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 450－ 21：13．71� 19．5�
47 フ ラ マ ブ ル 牝4栗 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：14．12� 10．2�
23 ノボホウセイ 牝4栗 55 石橋 脩�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 500＋101：14．31� 7．1�
713� ブリーズドゥメール 牝4青鹿 55

54 ☆加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446＋ 41：14．4� 85．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，870，100円 複勝： 26，510，300円 枠連： 10，568，400円
馬連： 37，374，600円 馬単： 17，496，000円 ワイド： 26，532，600円
3連複： 54，606，400円 3連単： 64，085，600円 計： 257，044，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，040円 � 410円 枠 連（5－8） 7，590円

馬 連 �� 14，310円 馬 単 �� 23，680円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 1，210円 �� 7，650円

3 連 複 ��� 62，810円 3 連 単 ��� 422，380円

票 数

単勝票数 計 198701 的中 � 39888（2番人気）
複勝票数 計 265103 的中 � 52204（1番人気）� 5296（12番人気）� 15359（7番人気）
枠連票数 計 105684 的中 （5－8） 1078（24番人気）
馬連票数 計 373746 的中 �� 2024（48番人気）
馬単票数 計 174960 的中 �� 554（86番人気）
ワイド票数 計 265326 的中 �� 1393（55番人気）�� 5844（11番人気）�� 877（63番人気）
3連複票数 計 546064 的中 ��� 652（175番人気）
3連単票数 計 640856 的中 ��� 110（1088番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．5―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．7
3 ・（3，5）－8，10－（11，13）－（1，6）（4，14）－（7，15）12，2，9 4 ・（3，5）8，10－（11，13）（1，6，14）4（7，15）（2，12）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ラ マ ン カ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2015．7．11 函館5着

2013．4．10生 牝4黒鹿 母 ガ バ ー ナ 母母 Out West 18戦2勝 賞金 31，500，000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 グリーンバシリスク号

14068 5月14日 晴 良 （29新潟1）第6日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・左・外）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

36 コートオブアームズ 牡5鹿 57
55 △坂井 瑠星 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B460± 02：00．3 2．8�

612 レッドアルカナ 牝4鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B482＋ 82：00．4� 19．5�
611 コメットシーカー 牡7鹿 57 原田 和真 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 6．8�
47 ビクトリーミノル 牡5栗 57 森 一馬吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 82：00．5クビ 24．2�
59 モンテエベレスト �7青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 82：00．82 15．5	
24 � ブランダルジャン 牝5芦 55

53 △木幡 初也河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．11� 10．8

48 ヴ レ 牡4栗 57 中井 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 520＋ 42：01．2� 116．3�
713 ラハトケレブ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．41� 10．7�
815 タルトオポム 牡6黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子野本 巧氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：01．82� 21．1
714 ベストレート 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：02．22� 5．2�
12 トライブキング 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 22：02．51� 8．5�
510 ユ ッ セ 牝4栗 55

53 △井上 敏樹�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社
松田牧場 476± 02：02．81� 98．3�

35 � ポップスキャット 牝5黒鹿55 嶋田 純次今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 ハナ 210．9�
11 � ヴ ォ ー チ ェ 牝4栗 55

52 ▲横山 武史トニー倶楽部 星野 忍 浦河トラストスリーファーム B470± 02：03．33 49．7�
23 � アートハルキ 牡4鹿 57

55 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460－ 22：04．36 110．0�
（15頭）

816� エイユービリーヴ �5鹿 57
54 ▲木幡 育也笹部 義則氏 作田 誠二 浦河 赤田牧場 472＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，691，100円 複勝： 21，574，700円 枠連： 10，444，500円
馬連： 32，527，800円 馬単： 15，752，800円 ワイド： 19，488，300円
3連複： 40，935，700円 3連単： 57，079，200円 計： 214，494，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 540円 � 190円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 990円 �� 360円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 29，010円

票 数

単勝票数 差引計 166911（返還計 849） 的中 � 47418（1番人気）
複勝票数 差引計 215747（返還計 1424） 的中 � 49144（1番人気）� 7468（10番人気）� 29714（3番人気）
枠連票数 差引計 104445（返還計 329） 的中 （3－6） 10884（2番人気）
馬連票数 差引計 325278（返還計 4344） 的中 �� 8384（13番人気）
馬単票数 差引計 157528（返還計 2073） 的中 �� 2472（17番人気）
ワイド票数 差引計 194883（返還計 3296） 的中 �� 4862（12番人気）�� 15313（1番人気）�� 2712（24番人気）
3連複票数 差引計 409357（返還計 9646） 的中 ��� 5503（18番人気）
3連単票数 差引計 570792（返還計 14442） 的中 ��� 1426（80番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．0―12．4―12．4―12．6―12．0―10．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―35．5―47．5―59．9―1：12．3―1：24．9―1：36．9―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 ・（10，14）15（1，2，13，8）（4，12，11）9，5，7（3，6） 4 ・（10，14）15（2，13，8）12（1，4，11）9（5，7）（3，6）

勝馬の
紹 介

コートオブアームズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2015．3．14 中京7着

2012．1．24生 牡5鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 20戦3勝 賞金 35，078，000円
〔競走除外〕 エイユービリーヴ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔右肩端部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 コートオブアームズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コートオブアームズ号は，平成29年5月15日から平成29年6月4日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラウレアブルーム号



14069 5月14日 晴 稍重 （29新潟1）第6日 第9競走 1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 中井 裕二國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B500＋ 21：53．2 8．7�
712 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B536－ 61：53．94 21．1�
47 � ロードアルペジオ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 506＋251：54．53� 7．3�
815 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 508－ 61：54．6� 11．8�
59 エドノマツオー 牡4栗 57 酒井 学遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 81：54．7クビ 35．5	
611 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 菱田 裕二中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518－ 41：54．91� 9．6

11 � ロードサンダー 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 470－ 81：55．22 67．1�
22 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 444＋ 41：55．62� 5．7�
58 グランシャリオ 牡5栗 57

55 △坂井 瑠星村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B460＋ 41：55．91� 22．0
35 レイズオブザサン 牡8黒鹿 57

56 ☆�島 克駿吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454＋ 41：56．21� 63．9�
23 ウメジマダイオー 牡8鹿 57

55 △伴 啓太村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 524± 01：56．52 132．0�
46 � カイシュウキリシマ 牡4栗 57 石橋 脩飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 474＋ 21：57．24 3．8�
34 アルティジャーノ �4鹿 57 津村 明秀渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 446－121：57．83� 29．5�
814 コアプライド 牡5鹿 57 秋山真一郎前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ B510－ 62：01．3大差 6．0�
713 アップルハウス 牡7青鹿57 原田 和真新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B464－14 （競走中止） 43．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，935，700円 複勝： 26，954，500円 枠連： 14，648，100円
馬連： 42，775，300円 馬単： 18，784，200円 ワイド： 26，462，600円
3連複： 60，120，200円 3連単： 81，389，400円 計： 292，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 650円 � 320円 枠 連（6－7） 3，540円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 12，510円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，450円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 21，990円 3 連 単 ��� 121，410円

票 数

単勝票数 計 209357 的中 � 19200（5番人気）
複勝票数 計 269545 的中 � 25693（5番人気）� 9734（9番人気）� 22819（6番人気）
枠連票数 計 146481 的中 （6－7） 3205（13番人気）
馬連票数 計 427753 的中 �� 4832（29番人気）
馬単票数 計 187842 的中 �� 1126（55番人気）
ワイド票数 計 264626 的中 �� 3186（27番人気）�� 4776（18番人気）�� 2614（36番人気）
3連複票数 計 601202 的中 ��� 2050（82番人気）
3連単票数 計 813894 的中 ��� 486（454番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．5―13．1―12．5―12．6―13．0―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．5―48．6―1：01．1―1：13．7―1：26．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ブ キ モ ノ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．5．22 新潟10着

2013．5．30生 牡4黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 11戦2勝 賞金 18，780，000円
〔競走中止〕 アップルハウス号は，競走中に疾病〔右第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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コアプライド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カズノテイオー号
（非抽選馬） 2頭 クールジョーカー号・ショウナンガッチャ号

14070 5月14日 晴 良 （29新潟1）第6日 第10競走 ��2，200�
た い な い が わ

胎 内 川 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

47 フォーラウェイ 牡4鹿 57 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋182：14．4 54．4�
610 シャインブライト 牡4芦 57 勝浦 正樹了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：14．72 2．7�
814 マイネルプレッジ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 42：15．01� 6．0�
815 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 37．5�
712� レオクイック 牡5鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 466＋ 82：15．1クビ 65．5	
46 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 藤岡 康太岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 472＋ 2 〃 クビ 3．9

59 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470± 02：15．2クビ 46．0�
35 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 丸山 元気矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 482± 02：15．41	 36．2�
58 レッドカイザー 
6黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 クビ 12．5
611 マルカブリスク 牡4栗 57 菱田 裕二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 ハナ 16．0�
34 トモジャハリーフ 牡4黒鹿57 原田 和真吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 464± 02：15．82� 30．1�
713 エックスマス 牡4鹿 57 石橋 脩小田 吉男氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 6．8�
23 � コパノハミルトン 牡5黒鹿57 藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 500＋ 62：16．11� 34．7�
22 フォルゴラーレ 牝5黒鹿55 木幡 初也藤田 孟司氏 天間 昭一 日高 モリナガファーム 494－ 22：16．2� 182．0�

（14頭）
11 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 津村 明秀横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 506± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，688，500円 複勝： 28，471，500円 枠連： 13，254，500円
馬連： 52，947，100円 馬単： 24，900，900円 ワイド： 27，901，100円
3連複： 61，564，800円 3連単： 92，885，000円 計： 322，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，440円 複 勝 � 780円 � 140円 � 190円 枠 連（4－6） 320円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 22，660円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 4，280円 �� 350円

3 連 複 ��� 12，720円 3 連 単 ��� 113，560円

票 数

単勝票数 差引計 206885（返還計 13665） 的中 � 3041（12番人気）
複勝票数 差引計 284715（返還計 20589） 的中 � 6367（11番人気）� 70038（1番人気）� 39877（3番人気）
枠連票数 差引計 132545（返還計 21793） 的中 （4－6） 31146（1番人気）
馬連票数 差引計 529471（返還計 91673） 的中 �� 4586（26番人気）
馬単票数 差引計 249009（返還計 42720） 的中 �� 824（61番人気）
ワイド票数 差引計 279011（返還計 52718） 的中 �� 2895（25番人気）�� 1540（39番人気）�� 23716（2番人気）
3連複票数 差引計 615648（返還計202837） 的中 ��� 3630（38番人気）
3連単票数 差引計 928850（返還計294171） 的中 ��� 593（297番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―13．1―12．6―12．6―12．0―12．3―11．6―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―35．9―49．0―1：01．6―1：14．2―1：26．2―1：38．5―1：50．1―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーラウェイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．11．1 福島4着

2013．3．18生 牡4鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 12戦2勝 賞金 16，978，000円
〔競走除外〕 ラウレアブルーム号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※ラウレアブルーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14071 5月14日 晴 良 （29新潟1）第6日 第11競走 ��1，800�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，1，000万円以下，28．5．14以降29．5．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

45 エーデルメイシュ 牝4鹿 52 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：46．2 5．3�

69 オブリゲーション 牡4鹿 55 藤岡 康太�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472＋101：46．83� 5．5�
814 レーヌドブリエ 牝5栗 53 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 2 〃 ハナ 3．4�
711 ゴールドエッセンス 牝5鹿 52 �島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B418＋ 21：46．9クビ 10．1�
11 ラインハーディー 牝6栗 53 菱田 裕二大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 516＋10 〃 クビ 17．2	
33 メイショウミツボシ 牡5鹿 53 勝浦 正樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478± 01：47．0クビ 27．6

46 ギブアンドテイク �6栗 54 丹内 祐次嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 476－ 2 〃 ハナ 70．8�
58 テスタメント 牡6鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 29．8�
57 タガノカムイ 牡5栗 55 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 41：47．21� 11．6
712 トーアライジン 牡4芦 55 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 508＋161：47．3� 9．6�
813 デバイスドライバー 牡5栗 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：47．62 29．1�
22 エアポートメサ 牡9栗 51 横山 武史新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 468－ 2 〃 アタマ 198．0�
34 レッツゴースター 牡5栗 53 丸山 元気�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 B458＋ 41：48．34 43．1�
610 キークラッカー 牡4鹿 54 横山 和生北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 522＋101：48．4クビ 10．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，350，500円 複勝： 48，566，400円 枠連： 35，123，300円
馬連： 145，697，600円 馬単： 60，566，200円 ワイド： 62，896，900円
3連複： 206，049，300円 3連単： 290，062，400円 計： 887，312，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 180円 � 140円 枠 連（4－6） 1，130円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 630円 �� 450円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 383505 的中 � 57531（2番人気）
複勝票数 計 485664 的中 � 55862（3番人気）� 63865（2番人気）� 111803（1番人気）
枠連票数 計 351233 的中 （4－6） 23960（5番人気）
馬連票数 計1456976 的中 �� 67112（3番人気）
馬単票数 計 605662 的中 �� 14622（8番人気）
ワイド票数 計 628969 的中 �� 24446（3番人気）�� 35886（2番人気）�� 37838（1番人気）
3連複票数 計2060493 的中 ��� 79318（1番人気）
3連単票数 計2900624 的中 ��� 19330（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．1―48．2―1：00．3―1：12．2―1：23．6―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 10，5，4－（1，7）11－12，6（2，8）（3，14）（9，13） 4 10，5，4（1，7）11，12，6，8（2，3，14）（9，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーデルメイシュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．23 中山2着

2013．1．31生 牝4鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 11戦3勝 賞金 34，486，000円

14072 5月14日 晴 良 （29新潟1）第6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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

714 リュウツバメ 牝7鹿 55 秋山真一郎田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 550＋ 6 55．9 11．1�
24 フェザリータッチ 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 9．6�
612 ハートイズハート 牡4栗 57 藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466＋ 2 56．1� 7．9�
510� ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 500－ 2 〃 ハナ 172．6�
815 アリエスムーン 牝6青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442＋ 2 56．31	 4．6�
59 スミレタンポポ 牝5鹿 55 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 430＋ 4 56．5� 100．4	
713 サトノアイリ 牝4黒鹿55 石橋 脩里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 432± 0 56．6	 8．1

611 カゼノシッポ 牝4栗 55 津村 明秀�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B430＋ 4 〃 ハナ 39．6�
47 サチノクイーン 牝6鹿 55 藤岡 康太佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B478－ 4 〃 クビ 3．6�
11 � スズカファイン 牡5栗 57 坂井 瑠星永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋ 4 56．81
 12．0
23 コウユーココロザシ 牝5鹿 55 木幡 初也加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 516± 0 56．9	 16．5�
36 ペイザージュ 牝4栗 55 小崎 綾也落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 480－10 〃 クビ 29．0�
12 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 57．11 40．5�
48 バトルハルトマン 牡4栗 57 酒井 学宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 524＋ 6 57．2	 32．9�
35 � アロースコルトン 牡4鹿 57 宮崎 北斗吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 B472－ 4 57．41
 167．9�
816� ワンダフルラスター 牡5鹿 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 橋口 慎介 米 Spendthrift

Farm LLC B520＋ 2 57．72 25．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，209，600円 複勝： 48，949，200円 枠連： 30，458，000円
馬連： 105，644，200円 馬単： 45，566，500円 ワイド： 55，708，800円
3連複： 156，652，900円 3連単： 213，659，800円 計： 696，849，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 370円 � 340円 � 300円 枠 連（2－7） 1，800円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 9，180円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，590円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 82，830円

票 数

単勝票数 計 402096 的中 � 28934（6番人気）
複勝票数 計 489492 的中 � 33981（6番人気）� 37317（5番人気）� 44848（4番人気）
枠連票数 計 304580 的中 （2－7） 13109（9番人気）
馬連票数 計1056442 的中 �� 16745（19番人気）
馬単票数 計 455665 的中 �� 3720（34番人気）
ワイド票数 計 557088 的中 �� 10673（14番人気）�� 9002（17番人気）�� 10252（16番人気）
3連複票数 計1566529 的中 ��� 9087（41番人気）
3連単票数 計2136598 的中 ��� 1870（273番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．8―43．7

上り4F44．0－3F33．8
勝馬の
紹 介

リュウツバメ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．9．17 中山9着

2010．5．24生 牝7鹿 母 リュウロッキー 母母 コースダンサー 33戦2勝 賞金 23，949，000円
［他本会外：9戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 リュウツバメ号の騎手秋山真一郎は，競走後半で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

フェザリータッチ号の騎手�島克駿は，競走後半での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 アッパレドンキ号・サンライフル号・マグレブ号・ミスユー号・ユキノサンブライト号

３レース目



（29新潟1）第6日 5月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

173，880，000円
5，060，000円
12，580，000円
1，590，000円
19，200，000円
68，193，000円
5，410，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
252，368，100円
360，078，000円
169，724，200円
594，526，600円
281，238，400円
335，965，100円
840，222，400円
1，150，688，400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 3，984，811，200円

総入場人員 12，512名 （有料入場人員 10，756名）
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