
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

14001 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1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（番組第4競走を順序変更） （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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：06．0良

58 � ビットアレグロ 牡9栗 60 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 506＋ 43：06．9 20．4�

712 リミットブレイク �6鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526± 03：07．21� 8．1�
57 シャインレッド �5鹿 60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 安平 ノーザンファーム 512－ 43：07．3� 12．7�
813 アットザトップ �4栗 59 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 444－ 83：08．04 5．2�
711 サーストンコラルド 牡7鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 23：08．1� 3．2	
34 エオヒップス �4青鹿59 植野 貴也前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－143：08．52	 40．3

11 コスモパルダ 牡9青鹿62 山本 康志 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 508＋123：08．6	 33．9�
46 � メイショウオトコギ �9栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 490－ 8 〃 クビ 20．8�
69 スズカチャンプ 牡9鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 506－ 43：08．7クビ 40．3
22 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 492＋ 2 〃 クビ 45．4�
814 キングズオブザサン �7芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 470－143：08．91
 11．7�
45 クワッドアクセル 牡6栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 23：09．0クビ 25．2�
33 ショウナンアリスト 牡4黒鹿59 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 484＋ 63：09．21
 7．2�
610 エイシンフランキー 牡7芦 62 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502＋ 43：09．3	 11．6�
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売 得 金
単勝： 11，824，300円 複勝： 18，308，900円 枠連： 9，700，800円
馬連： 26，025，000円 馬単： 12，871，000円 ワイド： 19，154，100円
3連複： 43，474，200円 3連単： 49，526，500円 計： 190，884，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 490円 � 290円 � 540円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 13，960円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 2，650円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 27，280円 3 連 単 ��� 176，010円

票 数

単勝票数 計 118243 的中 � 4617（8番人気）
複勝票数 計 183089 的中 � 9471（7番人気）� 18440（4番人気）� 8377（8番人気）
枠連票数 計 97008 的中 （5－7） 9098（3番人気）
馬連票数 計 260250 的中 �� 3295（24番人気）
馬単票数 計 128710 的中 �� 691（59番人気）
ワイド票数 計 191541 的中 �� 2168（27番人気）�� 1860（34番人気）�� 2017（32番人気）
3連複票数 計 434742 的中 ��� 1195（88番人気）
3連単票数 計 495265 的中 ��� 204（567番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．0－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビットアレグロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2009．3．27生 牡9栗 母 アイノブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 障害：18戦2勝 賞金 39，595，000円
初出走 JRA

※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 ゴースルー号

14002 4月28日 晴 稍重 （30新潟1）第1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）

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

56 ブラックイメル 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470± 01：55．7 1．6�

67 ブルベアクワイ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458± 01：55．91� 24．7�
68 アイスミディ 牝3栗 54 �島 克駿村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 450＋161：56．32� 10．1�
22 ウィキッドアイズ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B468－ 81：56．51 8．8�
710 ザリーティー 牝3栗 54

51 ▲富田 暁中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 442＋ 21：56．6� 8．0	
44 トーアカグヤヒメ 牝3鹿 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454＋ 41：57．34 115．1

33 ボ リ ウ ッ ド 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 7．3�
79 カーネーション 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 452＋ 41：57．72� 233．4�
812 ウイッチテリア 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�木村牧場 和田 勇介 日高 木村牧場 402＋ 21：58．33� 210．4
811 ティアマリア 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B444＋ 21：59．36 43．6�

55 フ ラ ミ ン ゴ 牝3青鹿54 黛 弘人中辻 明氏 武井 亮 浦河 笹島 智則 450－ 21：59．51 25．0�
11 ユルギュップ 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 剛史氏 尾形 和幸 浦河 栄進牧場 450－ 41：59．6� 27．2�
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売 得 金
単勝： 17，884，900円 複勝： 39，965，400円 枠連： 6，377，900円
馬連： 27，997，600円 馬単： 17，329，800円 ワイド： 20，834，600円
3連複： 35，801，200円 3連単： 58，039，500円 計： 224，230，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 180円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 550円 �� 310円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 10，000円

票 数

単勝票数 計 178849 的中 � 88916（1番人気）
複勝票数 計 399654 的中 � 239350（1番人気）� 15801（6番人気）� 29914（3番人気）
枠連票数 計 63779 的中 （5－6） 11227（1番人気）
馬連票数 計 279976 的中 �� 15020（5番人気）
馬単票数 計 173298 的中 �� 6444（9番人気）
ワイド票数 計 208346 的中 �� 9587（5番人気）�� 19561（3番人気）�� 3102（17番人気）
3連複票数 計 358012 的中 ��� 9791（8番人気）
3連単票数 計 580395 的中 ��� 4204（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．2―13．6―12．8―12．9―13．3―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―50．6―1：03．4―1：16．3―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックイメル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．8．13 札幌9着

2015．4．30生 牝3黒鹿 母 キタサンエージャン 母母 キタサンコール 9戦1勝 賞金 10，800，000円

第１回 新潟競馬 第１日



14003 4月28日 晴 稍重 （30新潟1）第1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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

712 トラストノブナガ �3鹿 56
54 △森 裕太朗菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 428－ 41：13．0 7．8�

58 エリープラネット 牝3栗 54
51 ▲富田 暁谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 416＋ 61：13．21� 13．3�

22 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 428－ 21：13．4� 2．4�

46 タイセイゴーディー 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B460－ 4 〃 アタマ 5．5�

610 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B482－ 41：14．14 21．9�

59 ファンタジーノベル 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 クビ 136．7�

34 ブラックシープ 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 武史松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 430＋ 21：14．2� 6．1	

35 ディーズアマーレ 牝3青鹿54 城戸 義政秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 434± 01：14．41� 8．0

23 カハラレインボー 牝3栗 54 原田 和真助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 420－ 2 〃 クビ 25．9�
713 ベストヴォヤージュ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 アタマ 46．6
11 イ リ オ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：14．5クビ 153．0�
814 プラジュニャー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 大江牧場 452＋ 81：14．82 124．6�
47 ジュビラント 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446＋ 61：15．01� 190．3�
815 ヒロノカチドキ 牡3青 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 456＋ 2 〃 ハナ 28．8�
611 クリノクノイチ 牝3黒鹿54 伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 462－ 21：15．1� 181．4�
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売 得 金
単勝： 19，347，100円 複勝： 27，983，000円 枠連： 8，376，500円
馬連： 30，100，600円 馬単： 16，025，900円 ワイド： 23，048，400円
3連複： 41，926，800円 3連単： 54，863，500円 計： 221，671，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 240円 � 140円 枠 連（5－7） 3，450円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 420円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 24，260円

票 数

単勝票数 計 193471 的中 � 19773（4番人気）
複勝票数 計 279830 的中 � 29486（5番人気）� 25933（6番人気）� 62476（1番人気）
枠連票数 計 83765 的中 （5－7） 1880（14番人気）
馬連票数 計 301006 的中 �� 5563（17番人気）
馬単票数 計 160259 的中 �� 1552（30番人気）
ワイド票数 計 230484 的中 �� 4544（15番人気）�� 14821（3番人気）�� 9577（8番人気）
3連複票数 計 419268 的中 ��� 11512（8番人気）
3連単票数 計 548635 的中 ��� 1639（73番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．9―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストノブナガ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Danehill デビュー 2017．10．1 阪神6着

2015．3．19生 �3鹿 母 ロイヤルリネージ 母母 Royalivor 9戦1勝 賞金 9，850，000円

14004 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1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（番組第1競走を順序変更） （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

69 マテンロウハピネス 牡6鹿 60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 462± 03：10．9 3．9�
11 デュアルメジャー �6青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478－ 43：11．22 2．9�
56 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 43：12．26 14．2�
812 マイネルフレスコ 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480± 03：12．3� 5．4�
44 エンドゲーム 牡4鹿 59 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 504－ 2 〃 ハナ 23．3	
710 プリンシパルスター �5青鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 72．1

813 メイショウダッサイ 牡5黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 506＋143：12．51� 52．5�
33 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿60 北沢 伸也�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 468± 03：12．6	 9．8�
45 
 スズカノーチラス 牡6鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 444＋ 23：12．7	 115．0
22 
 ムーンドロップ 牡7鹿 60 上野 翔�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 456± 03：12．91� 53．8�
57 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 526＋ 23：13．0クビ 9．5�
711 パワーポケット 牡6黒鹿60 石神 深一柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 536± 03：15．9大差 11．4�
68 ディグアップセンス 牡4鹿 59 小野寺祐太広尾レース� 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 430－ 43：19．3大差 171．1�
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売 得 金
単勝： 17，776，600円 複勝： 19，031，100円 枠連： 8，422，100円
馬連： 27，596，500円 馬単： 14，798，500円 ワイド： 19，295，700円
3連複： 42，657，900円 3連単： 57，029，300円 計： 206，607，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 160円 � 250円 枠 連（1－6） 970円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，210円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 計 177766 的中 � 36460（2番人気）
複勝票数 計 190311 的中 � 27274（3番人気）� 34907（1番人気）� 16925（6番人気）
枠連票数 計 84221 的中 （1－6） 6728（3番人気）
馬連票数 計 275965 的中 �� 21450（2番人気）
馬単票数 計 147985 的中 �� 6323（2番人気）
ワイド票数 計 192957 的中 �� 11888（2番人気）�� 3821（18番人気）�� 8325（7番人気）
3連複票数 計 426579 的中 ��� 9191（12番人気）
3連単票数 計 570293 的中 ��� 3176（28番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．3－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マテンロウハピネス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2015．1．25 中京1着

2012．3．6生 牡6鹿 母 レディハピネス 母母 レディパステル 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 スズカノーチラス号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



14005 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第5競走 ��
��1，600�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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

714 ブラックジルベルト 牡3黒鹿56 北村 友一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 472＋ 81：35．3 2．9�
12 タイセイトレンディ 牡3青鹿56 丸山 元気田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 21：35．61� 4．2�
612 シーアフェアリー 牝3栗 54 津村 明秀�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 442－101：35．92 49．0�
11 ナイルデルタ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 482－ 2 〃 クビ 4．3�
47 ワールドビーター �3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B424± 01：36．0クビ 42．2	

59 	 シンティエンディー 牝3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 加 Robert G.
Harvey 500－ 4 〃 クビ 57．3


23 イリアンソス 牝3青鹿54 川須 栄彦ザ・ヒルズ 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 428 ―1：36．1
 109．2�

36 ペルネッティア 牝3青鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 370－12 〃 クビ 9．0�

611 ウインインペリアル 牡3栗 56 菱田 裕二�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 492± 01：36．2
 11．2
815 カレンアネーロ 牡3鹿 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 日高 高柳 隆男 420－ 61：36．51� 43．8�
35 ア イ ガ ー 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 B466－ 61：36．6� 12．3�
816 アドマイヤサン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也近藤 利一氏 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－101：36．91
 81．8�
48 ワンダースラガン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 510 ― 〃 ハナ 123．9�
24 フ ィ デ リ オ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社
ノースヒルズ 410＋ 61：37．75 174．5�

510 ソルトドリーム 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 458＋ 61：38．12
 27．6�

713 マリノレインボー 牝3栗 54 杉原 誠人矢野まり子氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 404± 0 〃 ハナ 225．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，920，600円 複勝： 29，482，800円 枠連： 12，724，100円
馬連： 35，870，600円 馬単： 18，957，700円 ワイド： 26，428，600円
3連複： 50，850，800円 3連単： 64，432，600円 計： 258，667，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 160円 � 850円 枠 連（1－7） 380円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，090円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 30，610円

票 数

単勝票数 計 199206 的中 � 54388（1番人気）
複勝票数 計 294828 的中 � 63053（1番人気）� 55227（2番人気）� 5847（10番人気）
枠連票数 計 127241 的中 （1－7） 25434（1番人気）
馬連票数 計 358706 的中 �� 37426（2番人気）
馬単票数 計 189577 的中 �� 9873（3番人気）
ワイド票数 計 264286 的中 �� 23183（2番人気）�� 3018（22番人気）�� 1931（30番人気）
3連複票数 計 508508 的中 ��� 4241（30番人気）
3連単票数 計 644326 的中 ��� 1526（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．8―1：00．3―1：12．1―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．0
3 9，10（2，5，11）（1，7，14）（6，8）3（4，12）－（13，15，16） 4 ・（9，10）（2，5，11）（1，7，14）（3，6，8）（13，4，12）（15，16）

勝馬の
紹 介

ブラックジルベルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．4．2生 牡3黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 ブラックジルベルト号の調教師安田隆行は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キーローズ号

14006 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
2：11．0
2：09．9

良
良

711 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿56 丸田 恭介畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 444＋ 22：15．3 7．2�
45 バイマイサイド 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 468± 02：15．51� 1．4�
33 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 474＋ 22：15．6	 7．0�
57 グランフルール 牝3鹿 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476－102：16．13 102．8�
56 バトルガニアン 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B442－ 62：16．2	 68．4�
69 マイネルソラニテ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 510＋10 〃 ハナ 158．5	
11 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 484－ 22：16．3アタマ 20．8

44 ウインブロンクス 牡3鹿 56 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 田湯牧場 438－ 22：16．4
 45．5�
812 ヒーロークライシス 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B516＋ 42：16．71	 8．6
710 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 B488＋ 2 〃 クビ 83．0�
813 サンクエトワール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 370－102：16．8	 55．1�

22 マ チ コ ウ バ 牡3青 56
53 ▲山田 敬士鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 466－ 42：17．33 100．5�
68 アスタービアンコ 牡3芦 56

53 ▲富田 暁加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 日進牧場 446－122：21．2大差 170．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，017，400円 複勝： 79，826，200円 枠連： 8，251，700円
馬連： 27，698，600円 馬単： 21，123，100円 ワイド： 23，213，700円
3連複： 40，913，600円 3連単： 75，507，700円 計： 300，552，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 150円 �� 380円 �� 240円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 240174 的中 � 26617（3番人気）
複勝票数 計 798262 的中 � 50198（2番人気）� 600959（1番人気）� 43778（3番人気）
枠連票数 計 82517 的中 （4－7） 15281（2番人気）
馬連票数 計 276986 的中 �� 50562（2番人気）
馬単票数 計 211231 的中 �� 8011（6番人気）
ワイド票数 計 232137 的中 �� 48670（1番人気）�� 12352（5番人気）�� 22905（3番人気）
3連複票数 計 409136 的中 ��� 55612（1番人気）
3連単票数 計 755077 的中 ��� 7661（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―12．7―13．2―12．9―11．8―12．2―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．3―48．0―1：01．2―1：14．1―1：25．9―1：38．1―1：50．4―2：02．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ リ エ ン テ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．15 函館3着

2015．3．2生 牡3黒鹿 母 プ レ ラ ッ ト 母母 マ ラ ブ ー 11戦1勝 賞金 15，950，000円
〔発走状況〕 マイネルソラニテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスタービアンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月28日まで平地

競走に出走できない。
※バトルガニアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14007 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

46 クリノヴィクトリア 牝4栗 55
53 △森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440＋ 21：54．1 3．8�

58 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿55 丸山 元気�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋16 〃 アタマ 6．3�
59 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490± 01：54．63 3．8�
713 リュミエールドール 牝4鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 41：54．7� 5．7�
47 パーシーズベスト 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 61：55．12� 6．0	
610 カ カ ア コ 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 61：55．42 30．2

611 アドマイヤアロマ 牝7栗 55

52 ▲富田 暁近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：55．5� 11．8�
814 スマイルメロディー 牝4栗 55 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 428＋ 81：55．71 105．7�
11 ミスレジェンド 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 41：56．65 29．3
22 � ゴ ス ペ ル 牝4鹿 55 西田雄一郎サイプレスホール

ディングス合同会社 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 234．9�

815 ポ ロ ス 牝5鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 468＋ 21：56．7� 270．4�
23 � ワンダーラスト 牝5鹿 55 村田 一誠下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 406－ 61：56．8クビ 120．2�
712 ショウナンサアーダ 牝6黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 518－ 2 〃 アタマ 152．9�
35 � ゴールデンマクリス 牝4栗 55 津村 明秀井手 慶祐氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452－ 31：58．18 119．6�
34 レイトブルーマー 牝4芦 55

52 ▲横山 武史堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448－10 （競走中止） 21．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，232，700円 複勝： 26，219，000円 枠連： 10，174，500円
馬連： 32，963，700円 馬単： 16，309，000円 ワイド： 22，742，300円
3連複： 41，606，600円 3連単： 55，677，700円 計： 224，925，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 250円 � 160円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 530円 �� 240円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 12，810円

票 数

単勝票数 計 192327 的中 � 39659（1番人気）
複勝票数 計 262190 的中 � 45409（4番人気）� 22737（5番人気）� 46207（3番人気）
枠連票数 計 101745 的中 （4－5） 25784（1番人気）
馬連票数 計 329637 的中 �� 17709（6番人気）
馬単票数 計 163090 的中 �� 3633（15番人気）
ワイド票数 計 227423 的中 �� 10098（6番人気）�� 27509（1番人気）�� 10062（7番人気）
3連複票数 計 416066 的中 ��� 14640（5番人気）
3連単票数 計 556777 的中 ��� 3149（32番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．4―13．1―12．4―12．1―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．7―51．8―1：04．2―1：16．3―1：28．9―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノヴィクトリア �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．11．5 東京9着

2014．4．12生 牝4栗 母 キ ボ ウ 母母 セ イ メ イ 28戦2勝 賞金 42，250，000円
〔競走中止〕 レイトブルーマー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

14008 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第8競走 ��1，200�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 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

58 � グレートブレス 牡6栗 57
54 ▲富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 526＋ 81：11．7 20．7�
23 フィールドステイ 牡4鹿 57 丸山 元気地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 504± 0 〃 クビ 4．1�
11 イ ザ 牡5鹿 57 勝浦 正樹松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B492－ 21：11．8クビ 5．7�
611 カガヤクミナノユメ �4栗 57 川島 信二國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 492－ 61：12．01� 5．3�
46 ヒシデルマー 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 524＋ 21：12．31	 8．0�
610 ボ ル ド ー 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治�パニオロ 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 522± 0 〃 ハナ 33．3	
35 ケイティクエスト 牡4鹿 57 丸田 恭介瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 456－ 61：12．51� 123．4

22 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 北村 友一青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 504－ 21：12．6
 10．5�
47 � ウエスタンボルト �5鹿 57

54 ▲山田 敬士西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 41：12．7
 16．9�
713� アーススカイ 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子松山 増男氏 根本 康広 新冠 競優牧場 468－ 4 〃 クビ 75．4
712 カゼノカムイ �5鹿 57

56 ☆小崎 綾也菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B458－ 8 〃 アタマ 37．5�
34 レアリティバイオ 牡4鹿 57 菱田 裕二バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 490－ 41：12．8クビ 26．9�
59 マ ッ セ ル 牡4鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－101：13．01� 13．3�
815 マコトタリスマン 牡4黒鹿57 津村 明秀�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 456－ 4 〃 ハナ 7．9�
814� パイオニアワーク 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希海谷 幸司氏 高橋 義博 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 21：14．49 226．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，633，300円 複勝： 35，143，600円 枠連： 12，462，600円
馬連： 44，139，900円 馬単： 20，248，600円 ワイド： 30，212，200円
3連複： 61，667，400円 3連単： 74，240，900円 計： 300，748，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 560円 � 160円 � 200円 枠 連（2－5） 1，140円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，080円 �� 390円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 71，570円

票 数

単勝票数 計 226333 的中 � 8727（9番人気）
複勝票数 計 351436 的中 � 12171（9番人気）� 70693（1番人気）� 46317（3番人気）
枠連票数 計 124626 的中 （2－5） 8448（4番人気）
馬連票数 計 441399 的中 �� 6046（25番人気）
馬単票数 計 202486 的中 �� 1241（54番人気）
ワイド票数 計 302122 的中 �� 5304（17番人気）�� 3490（30番人気）�� 22198（1番人気）
3連複票数 計 616674 的中 ��� 5653（27番人気）
3連単票数 計 742409 的中 ��� 752（254番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．3―12．1―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．5―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．2
3 6（4，8）（3，12）9（1，10）（11，14）15（5，13）－（2，7） 4 6（4，8）（3，12）－（1，9）10（15，11，14）5，13，7，2

勝馬の
紹 介

�グレートブレス �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 フォーティナイナー

2012．1．31生 牡6栗 母 フォーチュネイター 母母 ノーノーネヴアー 31戦1勝 賞金 27，450，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
〔騎手変更〕 ボルドー号の騎手横山武史は，第7競走での落馬による検査のため川又賢治に変更。
※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 エスペランサリュウ号・カイシュウキリシマ号・セイウンアワード号・メーティス号



14009 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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

712 マルヨシャバーリー 牡4栗 57
56 ☆義 英真野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B472－ 21：54．3 3．7�

22 リフトトゥヘヴン 牡4鹿 57
56 ☆小崎 綾也丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484± 01：54．51 2．8�

57 ライデンバローズ 牡4芦 57 津村 明秀猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B520－ 41：54．71� 8．4�
69 クインズマラクータ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B514± 0 〃 アタマ 13．9�
58 シゲルキハダマグロ 牡5栗 57 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 450－ 81：55．12	 20．1�
711 マサハヤスター 牡4栗 57 荻野 琢真中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476± 01：55．52	 34．5�
45 ジャストヒーロー 牡4黒鹿57 川須 栄彦密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B456± 0 〃 クビ 37．9	
11 
 タイセイヴィクター �5鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 506－ 21：56．03 55．8

46 テイルバック 牡4青鹿 57

54 ▲川又 賢治新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 B484－ 21：56．1クビ 4．7�
33 リネンソング 牡5黒鹿57 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 484－ 21：56．63 92．2�
34 ペイシャボム 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 16．1
813 ファンヴィー 牡4栗 57 菱田 裕二猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 41：57．23	 121．4�
610
 ヒロノワカムシャ �4黒鹿57 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 462－161：58．47 132．7�
814�
 アジアハイウェイ 牡5黒鹿57 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 550－ 62：00．8大差 72．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，407，400円 複勝： 19，542，700円 枠連： 7，273，500円
馬連： 30，848，300円 馬単： 16，739，900円 ワイド： 19，889，100円
3連複： 41，614，600円 3連単： 60，708，000円 計： 214，023，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 110円 � 180円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 280円 �� 520円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 174074 的中 � 37573（2番人気）
複勝票数 計 195427 的中 � 31443（2番人気）� 58432（1番人気）� 21368（4番人気）
枠連票数 計 72735 的中 （2－7） 9718（1番人気）
馬連票数 計 308483 的中 �� 34225（1番人気）
馬単票数 計 167399 的中 �� 7937（3番人気）
ワイド票数 計 198891 的中 �� 19779（1番人気）�� 9046（5番人気）�� 12775（4番人気）
3連複票数 計 416146 的中 ��� 20131（2番人気）
3連単票数 計 607080 的中 ��� 5234（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―49．5―1：01．8―1：14．1―1：27．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルヨシャバーリー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．22 京都7着

2014．3．25生 牡4栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 11戦2勝 賞金 20，050，000円
〔制裁〕 マルヨシャバーリー号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジアハイウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28日まで平地

競走に出走できない。

14010 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第10競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

47 カッパツハッチ 牝3鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 456± 01：08．7 10．7�
510 シンデレラメイク 牝3栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 468－ 21：08．91� 7．2�
36 ココロストライク 牝3栗 54 木幡 巧也�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 464＋ 6 〃 ハナ 37．4�
24 ヴェルスパー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 ハナ 4．7�
815 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 津村 明秀西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 452± 0 〃 ハナ 4．8�
23 ディアサルファー 牝3栗 54 宮崎 北斗ディアレストクラブ	 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 472± 01：09．0クビ 14．8

35 リンガラポップス 牡3青鹿56 小崎 綾也吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：09．21	 24．7�
713 シ ス ル 牝3青 54 黛 弘人中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 476＋ 61：09．3
 6．8�
11 マリノディアナ 牝3青鹿54 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 422－ 4 〃 ハナ 44．7
612 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 486－ 6 〃 ハナ 23．3�
12 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 丹内 祐次澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 464± 01：09．51	 117．1�
48 ヴ ァ イ ザ ー 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B442＋ 21：09．6クビ 8．4�
816 ヤマニンレジスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 494＋ 61：09．92 29．3�
714 ロ ン ス 牝3芦 54 富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：10．0クビ 11．9�
611 デルマアブサン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 454－ 61：10．42	 151．0�
59 � マインキング 牡3芦 56 横山 武史峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 466－ 21：13．5大差 246．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，926，000円 複勝： 38，051，600円 枠連： 18，200，200円
馬連： 59，118，900円 馬単： 26，165，700円 ワイド： 37，617，800円
3連複： 84，109，500円 3連単： 103，823，100円 計： 393，012，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 390円 � 280円 � 710円 枠 連（4－5） 2，100円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 7，900円 �� 5，190円

3 連 複 ��� 55，670円 3 連 単 ��� 297，510円

票 数

単勝票数 計 259260 的中 � 19341（6番人気）
複勝票数 計 380516 的中 � 25690（7番人気）� 38595（4番人気）� 12711（11番人気）
枠連票数 計 182002 的中 （4－5） 6689（10番人気）
馬連票数 計 591189 的中 �� 10395（18番人気）
馬単票数 計 261657 的中 �� 2523（34番人気）
ワイド票数 計 376178 的中 �� 5956（21番人気）�� 1211（69番人気）�� 1853（55番人気）
3連複票数 計 841095 的中 ��� 1133（167番人気）
3連単票数 計1038231 的中 ��� 253（927番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カッパツハッチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．9．30 中山2着

2015．5．12生 牝3鹿 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 4戦2勝 賞金 18，171，000円
〔その他〕 マインキング号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避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〕 マインキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28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 ソフトポジション号



14011 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第11競走 ��
��1，000�

ま い し ん

邁 進 特 別
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 スペチアーレ 牝6鹿 55 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 504＋ 2 55．4 3．4�
11 レッドラウダ 牡5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B522＋ 6 55．5� 5．0�
612 ブラックバード 	6鹿 57 西田雄一郎 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B464－ 4 55．71
 14．2�
510 ウ ー マ ッ ハ 牝4鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 478＋ 4 56．12� 60．2�
35 ウォーターラボ 牝6青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 458± 0 〃 ハナ 8．0�
611 フ ァ ド 牝5栗 55 木幡 初也 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 480－12 〃 ハナ 14．7	
23 トップライセンス 牝5青鹿55 藤田菜七子 
サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B492＋ 8 〃 ハナ 22．4�
816 リバティーホール 牝9鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460－ 4 56．2� 81．5�
59 � アースミステリー 牡4栗 57 津村 明秀 �グリーンファーム田中 博康 米 Best A Luck

Farm LLC B446－16 〃 ハナ 25．7
47 ジャストザヨコハマ 牡6栗 57 木幡 巧也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 512－ 6 56．3� 35．3�
36 � トーセンアルバータ 牝5鹿 55 黛 弘人島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd,
Planette Thoroughbred Trad-
ing, Belford Prod

B482± 0 〃 ハナ 19．2�
48 ソレイユフルール 牝4黒鹿55 原田 和真 
荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 4 56．4� 29．5�
12 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿55 小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B452－ 2 56．5� 65．4�
815 ファイブフォース 牝4鹿 55 丸山 元気
サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 4 57．03 6．1�
714 リュウツバメ 牝8鹿 55 杉原 誠人田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 538－ 6 〃 クビ 137．2�
24 グランシェリー 牝7芦 55 加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 526＋ 8 57．42� 11．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，659，600円 複勝： 64，765，500円 枠連： 40，564，400円
馬連： 155，803，700円 馬単： 63，232，900円 ワイド： 81，344，700円
3連複： 229，858，600円 3連単： 281，941，900円 計： 964，171，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 310円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 670円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 466596 的中 � 108789（1番人気）
複勝票数 計 647655 的中 � 168554（1番人気）� 90382（2番人気）� 39944（5番人気）
枠連票数 計 405644 的中 （1－7） 33518（4番人気）
馬連票数 計1558037 的中 �� 140331（1番人気）
馬単票数 計 632329 的中 �� 27989（2番人気）
ワイド票数 計 813447 的中 �� 59140（1番人気）�� 30679（4番人気）�� 13090（15番人気）
3連複票数 計2298586 的中 ��� 43684（7番人気）
3連単票数 計2819419 的中 ��� 12755（25番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．8―43．3

上り4F43．5－3F33．2
勝馬の
紹 介

スペチアーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sinndar デビュー 2014．6．29 東京1着

2012．4．15生 牝6鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 32戦3勝 賞金 69，965，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 キッズライトオン号・クラウンルシフェル号・クリノレオノール号・ショウナンマッシブ号・スリーランディア号・

ダイイチターミナル号・メイショウボノム号・レディーピンク号

14012 4月28日 晴 良 （30新潟1）第1日 第12競走 ��
��2，000�

か す が や ま

春 日 山 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 モ ク レ レ 牡4黒鹿57 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 22：01．2 3．8�

55 フォーラウェイ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448± 0 〃 クビ 10．9�
44 アバルラータ 牝4鹿 55 �島 克駿安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 444＋ 42：01．41	 2．9�
78 アウステルリッツ 牡4黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 4．5�
22 ジュニエーブル 牡4鹿 57 西田雄一郎柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 22：01．5
 23．8	
810 タガノヤグラ 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 02：01．71	 14．2

77 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 412± 02：02．12
 18．1�
33 ライトオブピース 牡4鹿 57 津村 明秀前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 22：02．2
 9．3�
89 � ダンスオーレ 牡6鹿 57 木幡 初也吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 462－172：02．41	 185．6
11 ジ ョ ン ド ゥ 牡4黒鹿57 丸田 恭介吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 518＋142：03．03
 15．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，719，800円 複勝： 39，664，600円 枠連： 13，714，500円
馬連： 62，316，600円 馬単： 31，349，800円 ワイド： 39，973，000円
3連複： 79，373，700円 3連単： 136，199，600円 計： 436，311，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 260円 � 130円 枠 連（5－6） 2，480円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 740円 �� 200円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 337198 的中 � 69748（2番人気）
複勝票数 計 396646 的中 � 75508（3番人気）� 29221（6番人気）� 90038（1番人気）
枠連票数 計 137145 的中 （5－6） 4281（9番人気）
馬連票数 計 623166 的中 �� 20220（7番人気）
馬単票数 計 313498 的中 �� 6011（10番人気）
ワイド票数 計 399730 的中 �� 12154（8番人気）�� 61171（1番人気）�� 12721（6番人気）
3連複票数 計 793737 的中 ��� 27439（3番人気）
3連単票数 計1361996 的中 ��� 7373（34番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．4―12．6―12．4―12．6―12．2―11．3―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．3―37．7―50．3―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：38．8―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．7
3 7，2（1，5）3，4（8，6）9，10 4 7，2（3，5）（1，4，6）（8，9）10

勝馬の
紹 介

モ ク レ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．2．4 東京6着

2014．2．28生 牡4黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 10戦2勝 賞金 25，958，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 フォーラウェイ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 フォーラウェイ号は，発走調教再審査。



（30新潟1）第1日 4月28日（土曜日） 晴 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 169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

189，030，000円
2，590，000円
13，300，000円
1，480，000円
20，880，000円
68，189，500円
5，965，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
276，349，700円
437，984，400円
156，242，800円
560，480，000円
275，151，900円
363，754，200円
793，854，900円
1，071，990，300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 3，935，808，200円

総入場人員 12，266名 （有料入場人員 11，044名）
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