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14085 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

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

36 ペイシャドリーム 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 454＋ 61：09．4 4．1�
612 エンジェルカナ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 81：09．71� 16．7�
713 トミケンルーア �3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 458± 0 〃 クビ 7．0�
815 シ ャ ウ エ ン 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 466± 01：09．91� 5．3�
510 ロードスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B472＋14 〃 クビ 3．5	

35 パープルヌーン 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 41：10．21� 17．9


714 ロ ジ タ イ ム 牝3鹿 54 丸田 恭介久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 450－ 81：10．51� 94．6�
816 プレシャスメール 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 478－ 4 〃 ハナ 8．8�

611 サプライズレター 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 400± 0 〃 クビ 115．9

23 ローブドゥネージュ 牝3栗 54 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 452± 01：10．71� 37．8�

48 ヤースミーン 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 北俣 牧夫 414－ 21：10．8クビ 40．5�
59 マーヴェラスロード 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 482± 01：10．9� 15．8�
12 ヤマニンティエラ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 410 ―1：11．0� 169．2�
47 ブルーフェアリー 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 420－ 61：11．53 44．2�
11 サルトグリーン 牝3鹿 54 井上 敏樹斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 398－ 21：11．71� 299．6�
24 リブインスタイル 牝3栗 54

51 ▲団野 大成平田 修氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 496－ 21：12．97 243．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，777，600円 複勝： 34，422，100円 枠連： 11，378，800円
馬連： 39，341，800円 馬単： 19，370，300円 ワイド： 30，445，700円
3連複： 62，301，600円 3連単： 65，240，300円 計： 282，278，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 450円 � 200円 枠 連（3－6） 2，450円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 570円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 39，020円

票 数

単勝票数 計 197776 的中 � 37967（2番人気）
複勝票数 計 344221 的中 � 52768（2番人気）� 16301（8番人気）� 47002（4番人気）
枠連票数 計 113788 的中 （3－6） 3588（10番人気）
馬連票数 計 393418 的中 �� 6739（20番人気）
馬単票数 計 193703 的中 �� 2003（29番人気）
ワイド票数 計 304457 的中 �� 5139（21番人気）�� 14598（5番人気）�� 5262（20番人気）
3連複票数 計 623016 的中 ��� 6288（29番人気）
3連単票数 計 652403 的中 ��� 1212（133番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．6
3 6（7，12）（5，15）10（8，13）（1，3）（11，16）（2，14）－（4，9） 4 ・（6，12）（7，5）15－（8，10，13）（1，3）（11，16）（2，14）－9－4

勝馬の
紹 介

ペイシャドリーム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．12．9 阪神6着

2016．4．25生 牝3鹿 母 ドリームプレイ 母母 シネマライフ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リブインスタイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月19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 スプリングハズカム号

14086 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

牝；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

713 ファムファタル 牝3鹿 54 内田 博幸�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 480± 01：12．2 1．5�
22 セイドアモール 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 462－ 21：12．3� 6．6�
23 ルンルンバニラ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 408 ― 〃 ハナ 46．7�
47 レイトブルーミング 牝3青鹿54 国分 優作�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 434－ 41：13．36 8．2�
35 ヒロリリイブ 牝3栗 54 伊藤 工真石川 博氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 488－ 81：13．51� 104．2	
712 コーリンミルキー 牝3芦 54 柴田 大知伊藤 恵子氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 510－ 41：14．03 17．5

34 リ ゼ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 442－ 4 〃 ハナ 10．5�
610 ア ラ ニ 牝3栗 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 442－161：14．1� 15．6�
814 グランデインヴルサ 牝3鹿 54 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 平取 坂東牧場 436＋ 81：14．42 75．0
58 レーヴプランセス 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 今 牧場 412＋ 61：14．71� 134．6�
46 ビレッジクライ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム B430－ 81：14．91� 110．6�
11 ギャップパワー 牝3栗 54 嶋田 純次小林 祐一氏 加藤 和宏 新ひだか 見上牧場 524 ―1：15．32� 298．4�
611 バトルレディネス 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡諸岡 慶氏 石毛 善彦 新冠 石田牧場 442－ 2 〃 クビ 539．2�
815 フラワーリース 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 440－ 21：15．61� 189．2�
59 パ イ カ ジ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ニッシンレーシング 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 480＋201：15．92 32．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，874，100円 複勝： 76，229，600円 枠連： 7，474，000円
馬連： 30，525，800円 馬単： 20，791，800円 ワイド： 24，697，800円
3連複： 43，456，300円 3連単： 69，145，800円 計： 291，195，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 660円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 190円 �� 920円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 188741 的中 � 99650（1番人気）
複勝票数 計 762296 的中 � 574344（1番人気）� 57394（2番人気）� 5668（9番人気）
枠連票数 計 74740 的中 （2－7） 15935（1番人気）
馬連票数 計 305258 的中 �� 64472（1番人気）
馬単票数 計 207918 的中 �� 34717（1番人気）
ワイド票数 計 246978 的中 �� 43649（1番人気）�� 5931（10番人気）�� 2389（22番人気）
3連複票数 計 434563 的中 ��� 9919（12番人気）
3連単票数 計 691458 的中 ��� 7362（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．1―11．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．4―47．5―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファムファタル �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2018．8．4 札幌4着

2016．4．17生 牝3鹿 母 コスモカゼツカイ 母母 Intizaa 12戦1勝 賞金 20，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブーケアルメリア号

第１回 新潟競馬 第８日



14087 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

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

46 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ B492＋ 21：56．0 4．3�

23 タイセイシャトル 牡3栗 56
53 ▲斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476＋ 6 〃 クビ 4．1�

611� ダラステソーロ 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana
Stables LLC 474＋ 61：56．42� 15．7�

58 ナムラマナナ 牝3青鹿 54
51 ▲菅原 明良奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 462＋101：56．5� 111．4�

22 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 508＋ 6 〃 クビ 10．8�

815 オウケンスターマン 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 480－ 81：56．71� 41．5	

47 サングリーンベイ 牡3栗 56 村田 一誠 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B486＋ 6 〃 ハナ 6．0

610 クリノグレイト 牡3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 504＋ 41：57．02 50．2�
814 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 内田 博幸西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 490－141：57．2	 3．4�
35 トキノミドリ 
3鹿 56

53 ▲小林 凌大岡田 勇氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 492－141：57．41� 129．0
713 ランドスケープ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史 �社台レースホース武井 亮 千歳 社台ファーム B494＋ 81：57．61� 16．0�
59 マ リ ー 牝3青鹿54 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 468－ 81：57．7	 319．1�
11 � シブヤクロッシング 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成W．ギャロー氏 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

540－ 81：58．02 186．1�
34 フロラシオン 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：58．21� 45．9�
712 スチームパンク 牡3鹿 56 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 61：59．58 112．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，471，000円 複勝： 28，015，800円 枠連： 8，759，800円
馬連： 28，808，300円 馬単： 14，974，300円 ワイド： 23，287，000円
3連複： 43，693，100円 3連単： 50，261，500円 計： 216，270，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 150円 � 350円 枠 連（2－4） 450円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 350円 �� 980円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 15，420円

票 数

単勝票数 計 184710 的中 � 34169（3番人気）
複勝票数 計 280158 的中 � 76148（1番人気）� 51721（2番人気）� 13477（7番人気）
枠連票数 計 87598 的中 （2－4） 14776（1番人気）
馬連票数 計 288083 的中 �� 24341（3番人気）
馬単票数 計 149743 的中 �� 5958（6番人気）
ワイド票数 計 232870 的中 �� 18789（3番人気）�� 5761（13番人気）�� 5610（14番人気）
3連複票数 計 436931 的中 ��� 8424（15番人気）
3連単票数 計 502615 的中 ��� 2363（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．0―13．8―13．1―12．9―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．5―51．3―1：04．4―1：17．3―1：30．4―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡3栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 10戦1勝 賞金 10，050，000円
〔3走成績による出走制限〕 マリー号・スチームパンク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月19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 ナムラモア号・ラブサンキュー号

14088 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第4競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時10分 （芝・外内）

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

711 マイネルアトゥー 牡6青鹿60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 83：10．6 9．1�

610 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 458＋ 23：10．81 2．6�
814 テイエムコンドル 牡8鹿 60 小野寺祐太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 470＋ 23：11．11� 3．3�
22 ケイブルグラム �6鹿 60 石神 深一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－ 4 〃 クビ 7．1�
57 ヒロノタイリク 牡4栗 59 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 480－243：11．2� 107．5	
11 ファイアプルーフ 牡4黒鹿59 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 23：11．52 43．3

34 ロジャージーニアス �4鹿 59 上野 翔武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 460± 03：12．13� 13．8�
45 ダイシンサンダー 牡8鹿 60 草野 太郎大八木信行氏 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 500－ 23：13．37 12．3�
69 � レオクイック 牡7鹿 60 金子 光希坂田 行夫氏 加藤 和宏 浦河 田中スタッド 474＋ 6 〃 ハナ 164．9
46 キングドラゴン �6鹿 60 西谷 誠窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528－123：13．51� 17．6�
58 シグネットリング �5黒鹿60 山本 康志 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478± 03：15．09 124．0�
33 メイショウバッハ 牡6栗 60 白浜 雄造松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 43：16．9大差 26．0�
712 スターライトキス 牝4栗 57 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 63：20．6大差 157．1�
813� アドバンスゴード 牡7芦 60

57 ▲三津谷隼人ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 516－ 8 （競走中止） 44．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，636，100円 複勝： 17，850，700円 枠連： 8，255，200円
馬連： 25，239，000円 馬単： 12，966，500円 ワイド： 18，520，100円
3連複： 42，649，100円 3連単： 53，835，700円 計： 193，952，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 120円 � 130円 枠 連（6－7） 1，660円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 630円 �� 710円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 146361 的中 � 12795（4番人気）
複勝票数 計 178507 的中 � 12354（5番人気）� 44199（1番人気）� 40708（2番人気）
枠連票数 計 82552 的中 （6－7） 3836（9番人気）
馬連票数 計 252390 的中 �� 11852（4番人気）
馬単票数 計 129665 的中 �� 3153（11番人気）
ワイド票数 計 185201 的中 �� 6915（5番人気）�� 6115（7番人気）�� 21729（1番人気）
3連複票数 計 426491 的中 ��� 18116（3番人気）
3連単票数 計 538357 的中 ��� 2590（37番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．2－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアトゥー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．3．10生 牡6青鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 アドバンスゴード号は，2号障害〔ハードル〕着地時に，外側に斜飛した「シグネットリング」号に触れてバランスをくずし，

騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シグネットリング号の騎手山本康志は，2号障害を外側に斜飛したことについて令和元年5月25日から令和元年5月26日ま

で騎乗停止。（被害馬：13番）
〔その他〕 シグネットリング号は，2号障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。
※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 セネッティ号・ダイチョウセブン号・ホクセンジョウオー号



14089 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時00分 （芝・左）

牝；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
1：59．7
1：56．1

良
良

48 ネ ガ イ 牝3鹿 54 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 456－ 82：03．5 3．1�
24 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 422± 0 〃 クビ 4．9�
510 エレンボーゲン 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B436－142：04．13� 62．4�
47 シビックテック 牝3栗 54

53 ☆横山 武史吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 418 ―2：04．41� 59．3�
35 ベストオンアース 牝3栗 54

52 △西村 淳也�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 480－ 62：04．5� 5．2	
816 コンステレーション 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 380＋ 4 〃 クビ 15．8�

713 ミコクイーン 牝3栗 54 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 82：04．6� 8．9�

815 ミ フ リ マ 牝3鹿 54 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 438－182：04．81� 81．7
36 ブラックエンジェル 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良太田珠々子氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 420＋ 42：05．22� 21．8�
23 ラプリュベル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 18．4�
11 ワイルドオーキッド 牝3栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 22：05．3クビ 23．5�
714 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 中谷 雄太田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 410－ 22：05．4� 15．2�
611 セイウンフェアリー 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 田中 裕之 464＋ 2 〃 クビ 262．4�
12 フラワーズアート 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 400＋ 82：05．5クビ 95．7�
59 パイオニアプライド 牝3芦 54 内田 博幸飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 472＋ 82：05．92� 10．7�
612 ガビーズメモリー 牝3黒鹿54 江田 照男長島 和彦氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 486＋ 82：07．28 192．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，863，500円 複勝： 31，772，000円 枠連： 10，350，400円
馬連： 38，706，000円 馬単： 18，604，000円 ワイド： 34，740，500円
3連複： 61，258，800円 3連単： 69，268，400円 計： 285，563，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 220円 � 920円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，650円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 56，420円

票 数

単勝票数 計 208635 的中 � 53358（1番人気）
複勝票数 計 317720 的中 � 85875（1番人気）� 34737（3番人気）� 5996（11番人気）
枠連票数 計 103504 的中 （2－4） 10697（2番人気）
馬連票数 計 387060 的中 �� 28904（2番人気）
馬単票数 計 186040 的中 �� 8874（2番人気）
ワイド票数 計 347405 的中 �� 21568（2番人気）�� 3208（32番人気）�� 2047（46番人気）
3連複票数 計 612588 的中 ��� 2845（52番人気）
3連単票数 計 692684 的中 ��� 890（180番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．8―12．8―12．7―12．7―12．8―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．0―36．8―49．6―1：02．3―1：15．0―1：27．8―1：39．8―1：51．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ネ ガ イ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．1．20 中京3着

2016．2．23生 牝3鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔3走成績による出走制限〕 ガビーズメモリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月19日まで平地競走に出走で

きない。

14090 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走12時30分 （ダート・左）

若手騎手；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

814 アシャカマキシン 牡3栗 56
55 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 488＋ 41：12．1 1．4�

58 ダイリュウボーラー 牡3青鹿 56
54 △西村 淳也大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 428＋ 81：13．69 18．0�

11 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 442－ 2 〃 ハナ 8．1�

46 アイファーメンバー 牡3鹿 56
53 ▲斎藤 新中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 482± 01：13．7� 5．0�

610 フ ァ ロ 牝3黒鹿 54
53 ☆川又 賢治�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：13．8� 51．0	

712 ジャコエマリックン 牡3栗 56
53 ▲団野 大成晴間 芳次氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 ミツ 456＋ 2 〃 クビ 41．3


713 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 442－ 41：13．9� 70．4�

34 フロレンザール 牝3青鹿 54
51 ▲藤田菜七子中辻 明氏 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 478＋ 61：14．53� 21．2�
59 クリュサネル 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大熊谷 貴之氏 田島 俊明 新冠 パカパカ
ファーム B506－ 2 〃 アタマ 50．6

47 ミニオンペール 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新冠 サンローゼン 454± 01：14．82 31．5�
815 ユメノハジマリ 牝3栗 54 伴 啓太 �YGGホースクラブ 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B444－ 21：15．11� 83．0�
23 ニューヨークタヤス 牡3鹿 56 井上 敏樹横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460＋ 81：16．9大差 80．6�
611 キングアーサー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 552＋121：17．0クビ 155．9�
35 ア イ ニ イ 牝3鹿 54 城戸 義政 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 静内白井牧場 442＋ 41：18．610 341．5�
22 キングスオウン 牡3栗 56

53 ▲大塚 海渡伊東 純一氏 浜田多実雄 日高 メイプルファーム 514－ 41：19．23� 195．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，334，500円 複勝： 34，479，400円 枠連： 8，718，300円
馬連： 34，250，900円 馬単： 21，234，700円 ワイド： 28，377，000円
3連複： 48，738，100円 3連単： 73，572，700円 計： 273，705，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 160円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 460円 �� 280円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 243345 的中 � 132263（1番人気）
複勝票数 計 344794 的中 � 166401（1番人気）� 19679（4番人気）� 38564（3番人気）
枠連票数 計 87183 的中 （5－8） 9543（3番人気）
馬連票数 計 342509 的中 �� 24996（3番人気）
馬単票数 計 212347 的中 �� 11640（4番人気）
ワイド票数 計 283770 的中 �� 15407（3番人気）�� 29031（2番人気）�� 7191（10番人気）
3連複票数 計 487381 的中 ��� 16033（7番人気）
3連単票数 計 735727 的中 ��� 7521（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．6―11．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカマキシン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．16 中山2着

2016．4．9生 牡3栗 母 デンコウレジーナ 母母 ストームシェルター 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニューヨークタヤス号・キングアーサー号・アイニイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和元年6月19日まで平地競走に出走できない。
キングスオウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月19日まで平地競
走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 アイニイ号・ユメノハジマリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アレーテス号・ナンヨーシンゲツ号・ボルンタード号
（非抽選馬） 1頭 チョウビックリ号



14091 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上500万円以下
発走13時00分 （ダート・左）

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

713� シゲルポインター 牡5鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 474－ 21：52．8 12．8�
22 ロージズキング 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B508－ 6 〃 クビ 7．8�
59 データヴァリュー 牡5鹿 57

55 △西村 淳也 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 480± 01：52．9� 49．1�
34 � キクノフェリックス 牡5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 494± 01：53．0� 3．1�
47 ユキノアンビシャス 牡4鹿 57 内田 博幸井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 492± 01：53．1� 15．8�
11 サ ル ー テ 牡4鹿 57 柴山 雄一小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558＋12 〃 アタマ 30．2	
814 クラウンロマン 牝6芦 55 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B466＋101：53．52� 24．0

611 リセンティート 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 498－ 41：53．71 103．3�
712 シンコーマーチャン 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 81：54．33� 31．1�
35 � マイネルツィール 牡6鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 482± 01：54．72� 61．4
58 ショウナンサリュー 牡5芦 57 	島 克駿国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 492± 01：54．8� 2．0�
610� ク ス リ バ コ 牡4鹿 57 伴 啓太小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 460＋ 21：55．01 224．6�
23 ハイクアウト 
5鹿 57 中井 裕二�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 516－ 61：55．31� 182．9�
815� エマブルーム 牝4黒鹿55 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 438＋ 41：55．4� 118．5�
46 � パワーズオブテン 
5鹿 57 黛 弘人�駒秀 新開 幸一 浦河 大西ファーム 412－101：56．78 498．2�
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売 得 金
単勝： 19，433，500円 複勝： 25，606，400円 枠連： 8，991，500円
馬連： 35，737，300円 馬単： 22，366，400円 ワイド： 28，373，200円
3連複： 53，303，600円 3連単： 76，332，700円 計： 270，144，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 350円 � 230円 � 1，220円 枠 連（2－7） 2，870円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 5，960円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 78，850円 3 連 単 ��� 477，070円

票 数

単勝票数 計 194335 的中 � 12054（4番人気）
複勝票数 計 256064 的中 � 19586（4番人気）� 33388（3番人気）� 4627（10番人気）
枠連票数 計 89915 的中 （2－7） 2428（10番人気）
馬連票数 計 357373 的中 �� 4964（16番人気）
馬単票数 計 223664 的中 �� 1687（30番人気）
ワイド票数 計 283732 的中 �� 5085（13番人気）�� 1209（39番人気）�� 1731（29番人気）
3連複票数 計 533036 的中 ��� 507（117番人気）
3連単票数 計 763327 的中 ��� 116（630番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―13．5―12．8―12．1―12．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―50．3―1：03．1―1：15．2―1：27．9―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シゲルポインター �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ストラヴィンスキー

2014．5．28生 牡5鹿 母 シゲルコイヒメ 母母 ファンドリツバサ 19戦1勝 賞金 10，150，000円
初出走 JRA

14092 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第8競走 1，600�4歳以上500万円以下
発走13時30分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．5

良
良

12 � ソールライト 牡4芦 57
55 △西村 淳也畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 494－ 41：35．2 14．4�

611 ロードマドリード 牡4鹿 57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：35．41� 4．0�
35 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 丸田 恭介小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 450－ 41：35．5クビ 26．0�
23 � ムーンシュトラール 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 490－12 〃 ハナ 144．1�
11 ミエノウインウイン �4黒鹿57 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 2 〃 ハナ 4．2�
713 ブラゾンダムール 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480＋ 21：35．6� 7．4	
36 カ レ ン 牝5栗 55 菅原 隆一
ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 494＋ 4 〃 クビ 11．4�
510 タガノスカイハイ 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 41：35．7クビ 5．4�
714 ライレローズ 牝4黒鹿55 杉原 誠人 
キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432－ 61：35．8� 14．5
48 プレイズラン 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462＋ 6 〃 ハナ 80．6�
24 � ラベルヴィー 牡5青鹿57 原田 和真今中 俊平氏 小桧山 悟 安平 ノーザンファーム 476－ 61：35．9� 188．9�
816 ロ ジ ム ー ン 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 6．9�
59 � クラウンジャミール 牡4栗 57

54 ▲斎藤 新矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 458＋ 61：36．0クビ 148．0�
815 カフジグローリー 牡5黒鹿57 中井 裕二加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 522＋101：36．21� 123．2�
612� ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 岩崎 翼 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 442± 01：36．52 418．5�
47 ブライティアサイト 牝5黒鹿55 柴山 雄一小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 470－101：36．81� 315．9�
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売 得 金
単勝： 24，487，100円 複勝： 35，104，700円 枠連： 10，766，800円
馬連： 44，167，200円 馬単： 22，079，600円 ワイド： 33，414，700円
3連複： 64，535，100円 3連単： 81，092，400円 計： 315，647，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 350円 � 170円 � 570円 枠 連（1－6） 510円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，110円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 20，760円 3 連 単 ��� 123，510円

票 数

単勝票数 計 244871 的中 � 13511（7番人気）
複勝票数 計 351047 的中 � 23611（7番人気）� 67678（1番人気）� 13286（9番人気）
枠連票数 計 107668 的中 （1－6） 16055（1番人気）
馬連票数 計 441672 的中 �� 10405（14番人気）
馬単票数 計 220796 的中 �� 2198（33番人気）
ワイド票数 計 334147 的中 �� 8276（11番人気）�� 2715（33番人気）�� 4096（27番人気）
3連複票数 計 645351 的中 ��� 2331（67番人気）
3連単票数 計 810924 的中 ��� 476（375番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．5―11．9―11．0―10．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．0―49．5―1：01．4―1：12．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 7－（3，8）（11，15）6（2，4，10）（9，16）14（5，12，13）1 4 7，3（8，11）（2，15）6（4，10，16）9（1，14，13）5，12

勝馬の
紹 介

�ソールライト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Barathea

2015．4．23生 牡4芦 母 バラファミー 母母 Infamy 15戦1勝 賞金 12，900，000円
初出走 JRA



14093 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第9競走 1，200�4歳以上500万円以下
発走14時05分 （ダート・左）

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

46 サンタナブルー 牡7黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484＋ 21：11．9 9．6�

815 プ タ ハ 牡4鹿 57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526－ 21：12．32� 5．5�
712 サ マ ニ ー �6青鹿 57

54 ▲木幡 育也井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B470－ 8 〃 クビ 26．1�
59 ボナヴィーゴ 牡4黒鹿57 中谷 雄太吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 41：12．4� 6．7�
35 � ラ ラ ロ ワ �4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 500＋ 21：12．5クビ 8．7�
611 アシャカデッシュ 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 516＋ 21：12．6� 5．8	
814 ハッシュタグ 牡5鹿 57 �島 克駿石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 8．7

610 エースロッカー �4栗 57 横山 和生西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 488＋ 41：13．02� 5．3�
23 アルチレイロ �5青鹿 57

54 ▲菅原 明良髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 464＋ 21：13．1クビ 39．7�
34 � シャイニングカフェ 牡7黒鹿 57

56 ☆川又 賢治西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 518－ 2 〃 クビ 39．7
58 ブライトエンパイア 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440＋ 21：13．73� 15．5�
22 モンサンフィエール 牡4栗 57 太宰 啓介山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 466－201：14．01� 25．8�
11 バナナボート 牡5栗 57

55 △西村 淳也田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 444＋ 6 〃 クビ 35．6�
47 � クリノエリザベッタ 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 むかわ 貞広 賢治 496＋ 51：14．74 199．1�
713� スズカファイン 牡7栗 57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 496＋241：14．9� 152．2�
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売 得 金
単勝： 25，141，900円 複勝： 39，398，400円 枠連： 17，229，900円
馬連： 59，968，900円 馬単： 26，884，000円 ワイド： 46，326，100円
3連複： 93，034，500円 3連単： 109，572，000円 計： 417，555，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 240円 � 560円 枠 連（4－8） 1，650円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 3，580円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 26，360円 3 連 単 ��� 149，880円

票 数

単勝票数 計 251419 的中 � 20864（7番人気）
複勝票数 計 393984 的中 � 36644（7番人気）� 47315（3番人気）� 16302（9番人気）
枠連票数 計 172299 的中 （4－8） 8083（7番人気）
馬連票数 計 599689 的中 �� 13423（17番人気）
馬単票数 計 268840 的中 �� 2391（44番人気）
ワイド票数 計 463261 的中 �� 10582（15番人気）�� 3275（42番人気）�� 5188（30番人気）
3連複票数 計 930345 的中 ��� 2647（95番人気）
3連単票数 計1095720 的中 ��� 530（529番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタナブルー �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．1 東京5着

2012．5．2生 牡7黒鹿 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside 39戦3勝 賞金 48，465，000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 グラデュエイト号・タマモシンプロン号

14094 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第10競走 ��2，400�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

55 ポンデザール 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋282：29．0 4．5�
77 ヴァンクールシルク �5栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 574－ 4 〃 クビ 2．7�
33 マサハヤニース 牡4鹿 57 川又 賢治中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 22：29．74 4．4�
66 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 横山 武史�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 456－ 8 〃 アタマ 6．3�
89 ワークジュニア 牡4黒鹿57 柴田 大知吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 456－102：29．91� 9．5	
11 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 中井 裕二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B466± 02：30．22 34．3

44 ミレフォリウム 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 7．8�
22 タマモベルガモ 牡6栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484－ 62：30．51	 52．4�
88 
 ジークグランツ 牡5黒鹿57 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 454－ 62：30．82 91．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，539，300円 複勝： 24，933，600円 枠連： 8，014，500円
馬連： 45，092，800円 馬単： 26，263，400円 ワイド： 28，449，300円
3連複： 55，591，400円 3連単： 109，858，700円 計： 320，743，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 110円 � 130円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 330円 �� 420円 �� 230円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 225393 的中 � 39438（3番人気）
複勝票数 計 249336 的中 � 28975（5番人気）� 69913（1番人気）� 48785（2番人気）
枠連票数 計 80145 的中 （5－7） 6440（3番人気）
馬連票数 計 450928 的中 �� 45545（2番人気）
馬単票数 計 262634 的中 �� 10634（8番人気）
ワイド票数 計 284493 的中 �� 21213（2番人気）�� 15745（8番人気）�� 35099（1番人気）
3連複票数 計 555914 的中 ��� 41953（1番人気）
3連単票数 計1098587 的中 ��� 14778（9番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．1―12．5―13．4―13．5―13．1―12．4―12．3―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．7―36．8―49．3―1：02．7―1：16．2―1：29．3―1：41．7―1：54．0―2：05．8―2：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
2，4，8，7－1－3，5－6－9
2（4，7）（8，9，3）5，6，1

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

勝馬の
紹 介

ポンデザール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rossini デビュー 2018．1．6 中山6着

2015．3．27生 牝4黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 5戦2勝 賞金 16，259，000円



14095 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8日 第11競走 ��1，000�
い だ て ん

韋駄天ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，30．5．19以降1．5．12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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

815 ライオンボス 牡4栗 53 �島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 538＋ 4 53．9 2．0�
714 カッパツハッチ 牝4鹿 52 木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 474＋ 6 54．0� 6．5�
713 ミキノドラマー 牡6鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 496＋ 2 54．21� 18．9�
612 アルマエルナト �8栗 54 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 468－ 6 54．41 26．8�
816 ゲンキチハヤブサ �7栗 52 川又 賢治荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 478± 0 54．61� 77．7�
510 カイザーメランジェ 牡4鹿 55 江田 照男友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 476－ 2 54．7クビ 9．9	
47 	 シベリアンスパーブ 牡10鹿 53 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 508＋ 4 〃 クビ 325．8

611 タマモブリリアン 牝6黒鹿54 菱田 裕二タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 488＋16 54．8クビ 15．5�
36 レジーナフォルテ 牝5黒鹿55 内田 博幸永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 500＋ 6 〃 アタマ 6．3
59 レッドラウダ 牡6鹿 55 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 B518－ 6 54．9� 26．3�
11 オールインワン 牡6鹿 54 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 B490＋ 2 55．11 105．1�
48 	 コパノディール 牝6黒鹿50 木幡 育也小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 444＋ 6 〃 クビ 28．0�
12 ドリームドルチェ 牡7青鹿56 藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 516＋ 2 55．31 28．6�
35 ブラッククローバー 牡7黒鹿55 柴山 雄一巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 2 55．4� 45．8�
24 ラフィングマッチ 牡4栗 53 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 494－ 4 55．61� 77．1�
23 フミノムーン 牡7栗 55 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 448＋ 2 55．7クビ 35．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，258，700円 複勝： 84，734，000円 枠連： 49，591，200円
馬連： 225，974，300円 馬単： 93，747，700円 ワイド： 123，299，500円
3連複： 374，843，700円 3連単： 473，192，100円 計： 1，499，641，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 180円 � 360円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 370円 �� 800円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 8，750円

票 数

単勝票数 計 742587 的中 � 290147（1番人気）
複勝票数 計 847340 的中 � 237024（1番人気）� 113486（3番人気）� 42978（6番人気）
枠連票数 計 495912 的中 （7－8） 70604（1番人気）
馬連票数 計2259743 的中 �� 227715（1番人気）
馬単票数 計 937477 的中 �� 67867（1番人気）
ワイド票数 計1232995 的中 �� 94825（1番人気）�� 38450（6番人気）�� 22491（12番人気）
3連複票数 計3748437 的中 ��� 81617（4番人気）
3連単票数 計4731921 的中 ��� 39197（6番人気）

ハロンタイム 11．8―9．9―10．2―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．7―31．9―42．2

上り4F42．1－3F32．2
勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡4栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 12戦4勝 賞金 54，084，000円
〔制裁〕 ミキノドラマー号の騎手西田雄一郎は，競走後半で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）

カイザーメランジェ号の騎手江田照男は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラウンルシフェル号
（非抽選馬） 5頭 アンインジュリー号・アーヒラ号・イオラニ号・ギンゴー号・ラブローレル号

14096 5月19日 晴 良 （1新潟1） 第8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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

46 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：46．9 2．4�
35 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 418＋10 〃 クビ 21．8�
58 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 484－ 6 〃 ハナ 19．0�
59 ソシアルクラブ 牝4栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：47．53� 3．8�
815 エールグリーツ 牝4青 55 丸田 恭介 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 ハナ 15．7	
47 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 446－ 61：47．6� 20．1

713 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55 西村 淳也 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 452＋12 〃 クビ 10．8�
11 � レッドフィオナ 牝4芦 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 448＋ 11：47．7� 52．5�
23 プリンセスルーラー 牝5黒鹿55 太宰 啓介大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 482＋ 81：47．91� 5．7
611 アドマイヤカラット 牝4青鹿55 菱田 裕二近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：48．0� 101．1�
610 タガノエルフ 牝4黒鹿55 中井 裕二八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 41：48．1クビ 32．3�
34 アリストライン 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：48．52� 39．8�
22 エバープリンセス 牝5栗 55 木幡 巧也宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460± 01：48．6� 197．6�
814 ナラトゥリス 牝4黒鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 4 〃 ハナ 44．5�
712� プルマブランカ 牝5芦 55 川又 賢治�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 482－121：49．55 259．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，664，200円 複勝： 56，473，900円 枠連： 25，025，700円
馬連： 103，774，400円 馬単： 46，217，500円 ワイド： 63，774，200円
3連複： 146，639，200円 3連単： 195，592，100円 計： 684，161，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 430円 � 580円 枠 連（3－4） 1，380円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，090円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 50，620円

票 数

単勝票数 計 466642 的中 � 149334（1番人気）
複勝票数 計 564739 的中 � 137539（1番人気）� 28112（7番人気）� 20168（8番人気）
枠連票数 計 250257 的中 （3－4） 13994（5番人気）
馬連票数 計1037744 的中 �� 35255（6番人気）
馬単票数 計 462175 的中 �� 10176（9番人気）
ワイド票数 計 637742 的中 �� 20142（6番人気）�� 15156（10番人気）�� 4042（41番人気）
3連複票数 計1466392 的中 ��� 8315（39番人気）
3連単票数 計1955921 的中 ��� 2801（144番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．3―12．4―11．9―10．9―10．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―48．8―1：01．2―1：13．1―1：24．0―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 ・（1，8）（9，12）（2，3，5）（6，10，13）－（4，7，15）14，11 4 ・（1，8）（2，9，12）（3，5，13）（6，10）（4，15，14）7，11

勝馬の
紹 介

ル ナ ス テ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．3．23生 牝4鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 9戦2勝 賞金 30，871，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（1新潟1）第8日 5月19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 177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

189，080，000円
5，150，000円
18，060，000円
1，480，000円
20，880，000円
71，190，500円
5，332，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
329，481，500円
489，020，600円
174，556，100円
711，586，700円
345，500，200円
483，705，100円
1，090，044，500円
1，426，964，400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 5，050，859，100円

総入場人員 14，919名 （有料入場人員 13，024名）



令和1年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，321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

1，537，060，000円
17，990，000円
137，880，000円
11，991，000円
171，840，000円
530，276，750円
42，856，400円
12，681，600円

勝馬投票券売得金
3，182，670，300円
4，429，183，800円
1，666，167，700円
6，621，866，500円
3，230，241，800円
4，542，390，200円
10，178，359，800円
13，791，976，300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 47，642，856，400円

総入場延人員 113，890名 （有料入場延人員 91，624名）
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