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14001 5月4日 晴 稍重 （25新潟1）第1日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456± 01：13．4 2．2�
34 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 480＋ 2 〃 ハナ 18．6�
611 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 21：13．93 5．1�
59 グロスヴァーグ 牡3鹿 56 西村 太一岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 4 〃 ハナ 158．1�
712 ウォーターパーク 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 454＋ 61：14．43 16．7�

713 スノードロップ 牝3芦 54 丹内 祐次山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 B452＋ 61：14．93 79．7	
35 ニイタカヤマ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 450＋101：15．0クビ 164．8

11 エアーウェーブ 牡3鹿 56 吉田 隼人小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 B522－ 21：15．42� 9．8�
46 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 高倉 稜�ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 478－ 4 〃 アタマ 5．2
815 ショウナンハヤテ 牡3栗 56 村田 一誠国本 哲秀氏 北出 成人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－10 〃 クビ 146．3�
58 モルフェキッド 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 420＋ 41：15．82� 458．0�
23 エリモタフネス 牡3青鹿56 津村 明秀山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 478－ 41：16．0� 7．2�
814 マスターダッシュ 牡3鹿 56 西田雄一郎�髙昭牧場 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 496 ―1：16．53 78．5�
22 ミススターレーン 牝3栗 54

51 ▲原田 和真阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 402＋121：18．110 249．8�
（14頭）

610 ザ マ ジ ッ ク 牡3栗 56 川須 栄彦 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 浦河 伏木田牧場 470－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，900，300円 複勝： 28，550，100円 枠連： 9，072，200円
馬連： 25，173，400円 馬単： 20，104，100円 ワイド： 14，809，700円
3連複： 40，023，300円 3連単： 69，206，400円 計： 219，839，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 450円 � 170円 枠 連（3－4） 1，580円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 990円 �� 270円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 23，840円

票 数

単勝票数 差引計 129003（返還計 821） 的中 � 47937（1番人気）
複勝票数 差引計 285501（返還計 1654） 的中 � 113790（1番人気）� 9293（7番人気）� 39916（3番人気）
枠連票数 差引計 90722（返還計 253） 的中 （3－4） 4239（6番人気）
馬連票数 差引計 251734（返還計 4088） 的中 �� 7465（9番人気）
馬単票数 差引計 201041（返還計 2645） 的中 �� 3288（17番人気）
ワイド票数 差引計 148097（返還計 3395） 的中 �� 3405（12番人気）�� 16410（2番人気）�� 2083（20番人気）
3連複票数 差引計 400233（返還計 11877） 的中 ��� 7881（14番人気）
3連単票数 差引計 692064（返還計 17800） 的中 ��� 2143（76番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．1―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．3―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンブルジョン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Danzig デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．4．2生 牡3栗 母 ヤマニンパラダイス 母母 Althea 7戦1勝 賞金 13，800，000円
〔競走除外〕 ザマジック号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミススターレーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月4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） 1頭 トップギャル号
（非抽選馬） 3頭 クリノロブソン号・ゼンノビッグワン号・マーブルリッキー号

14002 5月4日 晴 良 （25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20分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

47 レッドカチューシャ 牝3青鹿54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 21：47．5 6．0�
12 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 422－ 4 〃 クビ 7．1�
24 ミニョネット 牝3栗 54 津村 明秀 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480－101：47．71� 2．3�
35 アドマイヤゼファー 牝3鹿 54 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋141：47．8クビ 4．5�
816 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442± 01：47．9� 13．9	
48 モ シ モ シ 牝3黒鹿54 伊藤 工真小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 408－101：48．0クビ 69．7

612 サニーロック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 450－10 〃 ハナ 24．0�
11 ミラクルセレーネ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 444＋ 41：48．31� 39．8�
713 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 410－101：48．51� 99．5
815 クラウンアルテミス 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠矢野 悦三氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 クビ 11．4�
59 クレバームレイニー 牝3青鹿54 松田 大作�岡崎牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 464－ 61：48．6クビ 61．6�
510 キープザサミット 牝3黒鹿54 田中 博康�G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：48．92 126．1�
714 ホワイトチェイサー 牝3芦 54

51 ▲横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 432－ 81：49．75 188．5�
23 フレームエンゼル 牝3鹿 54 吉田 隼人柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 430＋ 81：50．12� 87．8�
611 クールオトヒメ 牝3黒鹿54 的場 勇人川上 哲司氏 矢野 英一 新冠 飛渡牧場 466－121：50．84 235．2�
36 ソ ー ソ ー 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍副島 義久氏 田所 秀孝 新ひだか 土田農場 468 ―1：51．54 416．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，904，900円 複勝： 24，811，600円 枠連： 8，095，600円
馬連： 24，761，400円 馬単： 19，613，200円 ワイド： 15，126，500円
3連複： 37，575，900円 3連単： 57，552，600円 計： 203，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（1－4） 1，370円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 610円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 159049 的中 � 21168（3番人気）
複勝票数 計 248116 的中 � 37063（3番人気）� 34710（4番人気）� 65032（1番人気）
枠連票数 計 80956 的中 （1－4） 4392（7番人気）
馬連票数 計 247614 的中 �� 12001（5番人気）
馬単票数 計 196132 的中 �� 4465（13番人気）
ワイド票数 計 151265 的中 �� 5410（7番人気）�� 12411（3番人気）�� 16238（2番人気）
3連複票数 計 375759 的中 ��� 17266（3番人気）
3連単票数 計 575526 的中 ��� 3251（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．2―47．6―1：00．0―1：12．4―1：24．0―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドカチューシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．2．2 東京2着

2010．4．14生 牝3青鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 4戦1勝 賞金 7，900，000円

第１回 新潟競馬 第１日



14003 5月4日 晴 良 （25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50分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

816 ホークインザブルー 牡3鹿 56
54 △嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 470＋ 21：09．1 4．4�

35 バーチャルツアー 牡3栗 56 西村 太一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 488－ 21：09．84 17．0�
12 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 荻野 琢真横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 474－ 4 〃 ハナ 17．3�
24 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 伊藤 工真国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 440－ 21：10．01� 5．6�
23 カシノサトラップ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 482－ 2 〃 クビ 4．7�
36 ラブジョーイ 牝3青鹿 54

52 △杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 424± 0 〃 アタマ 19．0	
815 エレガントアゲン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 418－ 21：10．21� 29．4

47 エムエフフラワー 牝3青鹿54 菅原 隆一�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 498＋ 2 〃 ハナ 29．9�
510 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 444＋ 61：10．41 11．8�
714 ブラックブッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁小林 秀樹氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 448－ 41：10．61 24．0
11 カノヤベンチャー 牡3栗 56 大下 智神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 478－ 6 〃 ハナ 10．2�
612 オンワードハーバー �3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 426－ 21：10．7� 138．1�
59 タニノセレナーデ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 426＋ 41：10．8� 21．5�
611 フウコウメイビ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政吉田 哲哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 450＋ 21：10．9� 8．8�
713 ミナミワオリーブ 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍鈴木 邦英氏 鈴木 孝志 日高 賀張中川牧場 406－ 6 〃 ハナ 100．0�
48 オ ク タ ー ヴ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 436＋ 61：11．32� 201．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，178，500円 複勝： 23，911，900円 枠連： 11，166，600円
馬連： 26，369，900円 馬単： 18，479，500円 ワイド： 15，897，100円
3連複： 41，046，300円 3連単： 56，933，300円 計： 206，983，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 500円 � 440円 枠 連（3－8） 1，820円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，580円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 89，210円

票 数

単勝票数 計 131785 的中 � 23842（1番人気）
複勝票数 計 239119 的中 � 38794（1番人気）� 11145（10番人気）� 13147（8番人気）
枠連票数 計 111666 的中 （3－8） 4532（9番人気）
馬連票数 計 263699 的中 �� 4580（17番人気）
馬単票数 計 184795 的中 �� 2036（24番人気）
ワイド票数 計 158971 的中 �� 2438（21番人気）�� 2509（19番人気）�� 1170（44番人気）
3連複票数 計 410463 的中 ��� 1713（66番人気）
3連単票数 計 569333 的中 ��� 471（277番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．2―11．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．2―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホークインザブルー �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 Southern Halo デビュー 2012．7．1 福島6着

2010．3．12生 牡3鹿 母 シベリアンブルー 母母 Raise a Ten 8戦1勝 賞金 9，600，000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 パティキュラリー号

14004 5月4日 晴 稍重 （25新潟1）第1日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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

34 ベルウッドテラス 牡3鹿 56 大野 拓弥鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 478－ 21：57．4 2．3�
46 ライフトップガン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 486＋101：57．71� 3．7�
59 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 4 〃 クビ 12．8�
712 ブルーボリウッド 牡3栗 56 川須 栄彦 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478± 01：58．01� 13．1�
814 サトノデプロマット 牡3黒鹿56 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 490－141：58．32 5．6�
23 マイネルエウロス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 21：58．62 46．2	
815 ヤマニンクレマ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 456－ 21：58．81� 34．5

22 トーホウギルス 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 452－ 21：59．22� 9．3�
11 ナリタアップスター 牡3栗 56 高倉 稜�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 422－ 21：59．51� 101．3�
713 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 本間 忍 えりも 能登 浩 438－102：00．03 459．8
58 パワフルスズカ 牡3栗 56

54 △杉原 誠人永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 470＋ 62：00．1クビ 144．3�
611 キタサンヤマビコ �3鹿 56 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 416－ 62：01．16 169．8�
47 タカライーグル 牡3鹿 56 中舘 英二村山 義男氏 北出 成人 新冠 大栄牧場 480－ 22：02．05 97．6�
35 バレードライブ 牝3鹿 54 村田 一誠�下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 474 ―2：02．31� 111．5�
610 ア ケ ビ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生山岸 桂市氏 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 486－122：02．83 102．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，378，700円 複勝： 27，517，200円 枠連： 8，243，800円
馬連： 26，359，700円 馬単： 21，246，100円 ワイド： 16，401，600円
3連複： 38，455，200円 3連単： 64，958，400円 計： 221，560，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 560円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 183787 的中 � 64860（1番人気）
複勝票数 計 275172 的中 � 76220（1番人気）� 58049（2番人気）� 29177（4番人気）
枠連票数 計 82438 的中 （3－4） 14580（1番人気）
馬連票数 計 263597 的中 �� 47156（1番人気）
馬単票数 計 212461 的中 �� 21579（1番人気）
ワイド票数 計 164016 的中 �� 22530（1番人気）�� 11902（3番人気）�� 6266（8番人気）
3連複票数 計 384552 的中 ��� 29219（2番人気）
3連単票数 計 649584 的中 ��� 15728（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．4―13．9―13．1―12．8―13．2―13．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．7―51．6―1：04．7―1：17．5―1：30．7―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドテラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．6．23 福島7着

2010．2．3生 牡3鹿 母 リリーポンド 母母 Hushed Goodbye 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アケビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月4日まで平地競走に出走

できない。



14005 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1日 第5競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

816 シュリメジャー 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 460－ 21：23．0 3．6�
23 ブラザーウインド 牡3栗 56 丸田 恭介 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B478－ 2 〃 クビ 2．6�
612 クレバーチャーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ウエスタンファーム 萱野 浩二 新冠 競優牧場 410± 01：23．1� 16．6�
47 クラウンストラーダ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生矢野 悦三氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 476－ 21：23．2クビ 6．3�
35 タマモミツマメ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 野坂牧場 420 ―1：23．52 33．7	
713 メイショウサンカン 牡3黒鹿56 中舘 英二松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 490－ 6 〃 ハナ 18．7

12 カロミオベン 牝3栗 54 田中 博康�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 荻伏三好フ

アーム 442＋121：23．6クビ 84．2�
510 スプリングマジック 牡3鹿 56 勝浦 正樹加藤 春夫氏 菊沢 隆徳 様似 様似共栄牧場 478－ 2 〃 クビ 7．0�
815 ベルミュール 牝3鹿 54 木幡 初広有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 432＋ 21：23．7� 28．0
11 ビコーズオブラヴ 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 446－121：23．8クビ 240．9�
36 タイキサクセション 牡3栗 56 高倉 稜�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム 412＋ 4 〃 ハナ 97．2�
59 バ ー レ ス ク 牝3栗 54 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 2 〃 クビ 41．7�
24 デルマヤマンバ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 418－ 21：23．9クビ 84．7�
714 ヴェラーチェ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二�三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 498－ 81：24．32� 110．8�
48 メイショウダル 牡3栗 56 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 本巣 敦 438＋141：24．5� 34．9�
611 デルマザシキワラシ 牝3鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 428 ―1：24．92� 174．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，535，400円 複勝： 23，508，400円 枠連： 9，823，300円
馬連： 26，436，700円 馬単： 21，105，500円 ワイド： 15，560，600円
3連複： 38，750，200円 3連単： 66，012，700円 計： 217，732，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 250円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 220円 �� 910円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 8，980円

票 数

単勝票数 計 165354 的中 � 36859（2番人気）
複勝票数 計 235084 的中 � 43004（2番人気）� 61449（1番人気）� 18183（5番人気）
枠連票数 計 98233 的中 （2－8） 16555（1番人気）
馬連票数 計 264367 的中 �� 42396（1番人気）
馬単票数 計 211055 的中 �� 13367（3番人気）
ワイド票数 計 155606 的中 �� 21071（1番人気）�� 3696（11番人気）�� 6452（5番人気）
3連複票数 計 387502 的中 ��� 13879（4番人気）
3連単票数 計 660127 的中 ��� 5426（15番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．2―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．9―47．1―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュリメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．24 東京7着

2010．4．11生 牡3黒鹿 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シュリメジャー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 トウショウヴァース号・ピークタイム号・フクノアダーラ号

14006 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1日 第6競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 488± 01：57．2 5．2�
78 センティラシオン 牝5芦 55

52 ▲横山 和生中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 484＋ 41：57．41 35．4�
810 リアライズクレア 牝4栗 55 高倉 稜工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542＋ 41：57．61� 1．9�
11 � ネオアレクサンドラ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－131：57．7� 5．5�
77 オータムカラー 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 21：57．9� 23．5�

33 ノーブルガイア 牝4黒鹿55 丸田 恭介菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 436－ 2 〃 クビ 6．5	
22 シシリアンルージュ 牝4栗 55 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 21：58．32� 40．6

66 ショウナンガーデン 牝5鹿 55 川須 栄彦国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 442＋ 21：58．51� 14．4�
55 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 414± 02：01．2大差 276．3�
89 シェーンレーヴェ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 478＋ 62：01．83� 40．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 14，687，900円 複勝： 26，298，000円 枠連： 6，082，800円
馬連： 21，263，600円 馬単： 20，522，200円 ワイド： 11，866，900円
3連複： 29，239，600円 3連単： 72，123，000円 計： 202，084，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 430円 � 110円 枠 連（4－7） 3，340円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 960円 �� 200円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 23，360円

票 数

単勝票数 計 146879 的中 � 22606（2番人気）
複勝票数 計 262980 的中 � 36212（2番人気）� 7957（7番人気）� 123923（1番人気）
枠連票数 計 60828 的中 （4－7） 1347（12番人気）
馬連票数 計 212636 的中 �� 2913（17番人気）
馬単票数 計 205222 的中 �� 1525（28番人気）
ワイド票数 計 118669 的中 �� 2587（15番人気）�� 19426（1番人気）�� 4240（8番人気）
3連複票数 計 292396 的中 ��� 10949（6番人気）
3連単票数 計 721230 的中 ��� 2279（78番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―13．5―13．7―13．0―13．0―13．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．0―52．7―1：05．7―1：18．7―1：31．8―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロカトリーヌ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 Green Desert デビュー 2009．7．25 新潟9着

2007．2．24生 牝6鹿 母 メジロダーリング 母母 アイルオブグラス 39戦2勝 賞金 35，124，000円



14007 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

59 � ルチャドルアスール �4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 514＋101：11．9 11．5�
23 コスモイルダーナ 牡6青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 478－ 41：12．64 5．1�
35 � フランキンセンス 牡6鹿 57 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 542－ 61：12．7クビ 5．9�
815 マウントフジ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 432－ 41：13．01� 12．5�
814 スズカブリザード 牡7鹿 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508－ 41：13．1� 107．8�
611 ダイシンサーベル 牡8黒鹿 57

55 △菱田 裕二大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 6 〃 アタマ 117．1	

47 ホンインボウ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 580－ 41：13．2クビ 6．5

713 トーホウサターン 牡4青鹿57 村田 一誠東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 490＋ 21：13．51� 87．4�
11 � ギルドマスター 牡4栗 57 津村 明秀香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 490± 0 〃 クビ 86．0�
22 � サウンドストーム 牡6芦 57 丸山 元気増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 シンボリ牧場 504＋ 51：13．82 36．8
46 ウエスタンハピネス 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 488－ 21：14．01� 8．6�
610 ジョウショーキング 牡4青鹿57 川須 栄彦熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 476－ 21：14．1� 3．8�
712 エ リ ク サ ー 牡4栗 57

54 ▲横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 2 〃 クビ 11．7�
34 カシノアクセル 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 426－ 61：14．2クビ 250．2�
58 プリサイストップ 牡6鹿 57 高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 490－ 81：15．47 30．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，318，400円 複勝： 23，832，400円 枠連： 9，505，200円
馬連： 25，696，400円 馬単： 17，319，800円 ワイド： 14，424，500円
3連複： 38，249，000円 3連単： 59，858，100円 計： 203，203，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 340円 � 170円 � 180円 枠 連（2－5） 1，940円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，260円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 23，780円

票 数

単勝票数 計 143184 的中 � 9844（6番人気）
複勝票数 計 238324 的中 � 15026（8番人気）� 40921（1番人気）� 39486（2番人気）
枠連票数 計 95052 的中 （2－5） 3618（11番人気）
馬連票数 計 256964 的中 �� 7804（8番人気）
馬単票数 計 173198 的中 �� 2299（24番人気）
ワイド票数 計 144245 的中 �� 3781（11番人気）�� 2702（22番人気）�� 8039（2番人気）
3連複票数 計 382490 的中 ��� 6917（9番人気）
3連単票数 計 598581 的中 ��� 1858（47番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．3―12．5―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．5―46．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルチャドルアスール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アジュディケーティング

2009．1．22生 �4黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 3戦1勝 賞金 6，700，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 マウントフジ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・13番）
※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 サンキストビーチ号・ヤマニンアルシェ号

14008 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

56 プレミアムテースト 牡5青 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：59．2 2．8�
68 リルバイリル �5鹿 57 吉田 隼人小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478＋ 61：59．41� 4．2�
67 � アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486± 01：59．72 8．9�
55 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518＋ 82：00．12� 6．1�
710 クラーロデルナ 牡4鹿 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 490－ 22：00．31� 64．7�
33 マンハッタンコード 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 16．2	
22 ダノンキャスケード 牡4鹿 57 鮫島 良太
ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 432－ 62：00．51� 6．9�
44 � スプリングオー �4黒鹿 57

55 △嶋田 純次栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 444－ 82：01．03 110．4�
11 ヴェラシティ 牡5栗 57 川須 栄彦臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B480＋ 22：01．1クビ 23．3
811� オリオンザパワー 牡4黒鹿57 木幡 初広平本 敏夫氏 小野 次郎 様似 林 時春 474－ 9 〃 アタマ 81．7�
812� ブルースビスティー 牡5鹿 57

55 △杉原 誠人備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 466－ 42：01．2� 134．0�
79 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 高倉 稜�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 466＋ 4 （競走中止） 12．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，536，300円 複勝： 21，592，100円 枠連： 8，612，000円
馬連： 27，395，600円 馬単： 23，399，700円 ワイド： 14，044，600円
3連複： 37，249，800円 3連単： 71，885，700円 計： 220，715，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 165363 的中 � 48028（1番人気）
複勝票数 計 215921 的中 � 45443（1番人気）� 44910（2番人気）� 24544（4番人気）
枠連票数 計 86120 的中 （5－6） 21498（1番人気）
馬連票数 計 273956 的中 �� 41417（1番人気）
馬単票数 計 233997 的中 �� 26031（1番人気）
ワイド票数 計 140446 的中 �� 16633（1番人気）�� 8397（4番人気）�� 5007（8番人気）
3連複票数 計 372498 的中 ��� 25138（2番人気）
3連単票数 計 718857 的中 ��� 16903（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．1―12．3―13．0―12．7―11．8―12．1―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．7―33．8―46．1―59．1―1：11．8―1：23．6―1：35．7―1：46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレミアムテースト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2011．2．26 中山4着

2008．3．1生 牡5青 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 11戦2勝 賞金 22，230，000円
〔競走中止〕 ゲットハッピー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



14009 5月4日 晴 良 （25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 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

22 オーシャンドライブ 牡4黒鹿57 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 532－ 21：55．2 2．0�

812 グレートチャールズ 牡4栗 57 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 504＋ 41：55．94 4．2�
33 タイセイローマン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 502＋ 41：56．21� 7．1�
710 ナリタタイフーン 牡4鹿 57 松田 大作�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 500＋ 21：56．3� 18．5�
55 スマートルシファー 牡5黒鹿57 中舘 英二大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B512＋10 〃 アタマ 5．5�
68 エーシンハッブル 牡4青 57 鮫島 良太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 478－141：56．83 21．7	
811 マイネルソウル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B492－ 21：57．01� 82．0

56 サンライズドバイ 牡5芦 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋ 8 〃 アタマ 43．9�
79 �	 エーシンドクトル 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二�栄進堂 坂口 正則 英
Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

484－ 61：57．95 68．7�
67 	 トーセンサイクロン 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 和生島川 哉氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 496－ 41：58．43 159．8�
11 アルファウイング 牡4栗 57 勝浦 正樹�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 482± 01：58．61� 110．6�
44 メジロハクリュウ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 B468－ 4 〃 アタマ 85．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，504，200円 複勝： 29，958，900円 枠連： 9，969，400円
馬連： 33，758，900円 馬単： 28，584，700円 ワイド： 18，176，700円
3連複： 51，105，500円 3連単： 106，355，300円 計： 297，413，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（2－8） 330円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 400円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，060円

票 数

単勝票数 計 195042 的中 � 80414（1番人気）
複勝票数 計 299589 的中 � 103780（1番人気）� 56923（2番人気）� 37226（3番人気）
枠連票数 計 99694 的中 （2－8） 22759（1番人気）
馬連票数 計 337589 的中 �� 88612（1番人気）
馬単票数 計 285847 的中 �� 45017（1番人気）
ワイド票数 計 181767 的中 �� 40332（1番人気）�� 18049（2番人気）�� 8728（4番人気）
3連複票数 計 511055 的中 ��� 66401（1番人気）
3連単票数 計1063553 的中 ��� 38263（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．9―50．8―1：03．6―1：16．0―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーシャンドライブ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Petionville デビュー 2012．6．30 中京5着

2009．3．23生 牡4黒鹿 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 8戦2勝 賞金 20，880，000円

14010 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

810� テナシティー �4黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 444－ 22：16．0 9．0�
66 � スタートセンス 牡5鹿 57 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 454＋ 2 〃 アタマ 3．4�
77 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462± 02：16．21� 3．5�
89 ミライヘノカゼ 牡4鹿 57 川須 栄彦三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B470± 02：16．41	 6．9�
33 アドマイヤトライ 牡4黒鹿57 中舘 英二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：16．5
 8．5�
22 フェニックスソード 牡5鹿 57 勝浦 正樹�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 484＋ 82：16．6� 5．9	
78 カ ー バ 牡4青鹿57 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B494－ 22：16．7� 17．1

44 クリノメダリスト 牝7栗 55 丸山 元気栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444± 02：16．8� 19．2�
11 � リッカシェクル 牡4鹿 57 吉田 隼人立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 B410－ 22：16．9
 84．6�
55 � カシノレインボー 牝4芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 日高 門別牧場 446± 02：19．1大差 81．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，294，800円 複勝： 21，387，200円 枠連： 11，102，600円
馬連： 35，556，500円 馬単： 25，779，400円 ワイド： 16，005，700円
3連複： 46，980，300円 3連単： 96，925，400円 計： 269，031，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 580円 �� 530円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 152948 的中 � 13524（6番人気）
複勝票数 計 213872 的中 � 16801（6番人気）� 43614（2番人気）� 50413（1番人気）
枠連票数 計 111026 的中 （6－8） 14625（3番人気）
馬連票数 計 355565 的中 �� 13080（9番人気）
馬単票数 計 257794 的中 �� 4156（22番人気）
ワイド票数 計 160057 的中 �� 6061（8番人気）�� 6797（6番人気）�� 22753（1番人気）
3連複票数 計 469803 的中 ��� 18791（4番人気）
3連単票数 計 969254 的中 ��� 4690（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―13．3―13．3―13．3―12．2―12．1―11．8―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―36．0―49．3―1：02．6―1：15．9―1：28．1―1：40．2―1：52．0―2：04．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�テナシティー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2009．4．24生 �4黒鹿 母 フサイチハッスル 母母 ダイナシユガー 11戦1勝 賞金 13，859，000円
初出走 JRA



14011 5月4日 晴 良 （25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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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

815 アンヴァルト 牡6青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 482－ 4 56．1 9．5�
714 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 490－ 2 56．52� 19．9�
816 ニシノモレッタ 牝6栗 55 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 512＋12 56．6� 5．4�
47 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 466± 0 〃 クビ 40．8�
713 スターゲイジング 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 484－ 4 56．81� 45．9�
48 ピエナアプローズ 牝4黒鹿55 荻野 琢真本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 6 57．01� 20．4	
11 クリアンサス 牝5鹿 55 黛 弘人 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 0 57．1� 18．4

611� アポロノカンザシ 牝5栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B442－ 2 〃 ハナ 5．8�
612 リッカコウユウ 牝7鹿 55 川須 栄彦立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 458＋ 4 57．2クビ 99．9�
36 エランドール 牝5鹿 55 古川 吉洋�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 438－ 6 〃 ハナ 22．8
12 イ ト ク ク リ 牝5鹿 55 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 510± 0 〃 アタマ 8．7�
510 サンマルヘイロー 牡7鹿 57 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B458－20 57．41 43．6�
35 ブルーピアス 牝4栗 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 446＋ 2 〃 クビ 34．3�
23 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 松田 大作 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 504＋ 8 57．5クビ 12．9�
24 トップモデル 牝5鹿 55 田中 博康間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B434－ 6 57．71� 30．5�
59 キタサンエピソード 牡4栗 57 中舘 英二�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 488－ 6 58．02 3．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，083，900円 複勝： 47，563，600円 枠連： 34，512，400円
馬連： 125，326，200円 馬単： 71，685，700円 ワイド： 46，507，000円
3連複： 193，752，600円 3連単： 308，268，400円 計： 859，699，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 340円 � 500円 � 220円 枠 連（7－8） 2，160円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，290円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 18，790円 3 連 単 ��� 111，910円

票 数

単勝票数 計 320839 的中 � 26821（5番人気）
複勝票数 計 475636 的中 � 35967（5番人気）� 22297（6番人気）� 68679（3番人気）
枠連票数 計 345124 的中 （7－8） 11817（9番人気）
馬連票数 計1253262 的中 �� 13233（28番人気）
馬単票数 計 716857 的中 �� 4785（38番人気）
ワイド票数 計 465070 的中 �� 5249（26番人気）�� 9023（9番人気）�� 5813（21番人気）
3連複票数 計1937526 的中 ��� 7612（61番人気）
3連単票数 計3082684 的中 ��� 2033（358番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．5―44．5

上り4F44．1－3F33．7
勝馬の
紹 介

アンヴァルト �
�
父 Vindication �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2010．3．21 阪神1着

2007．2．18生 牡6青鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg 21戦4勝 賞金 59，174，000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。
（非当選馬） 3頭 メロークーミス号・ロードハリアー号・ローブドヴルール号
（非抽選馬） 2頭 ウネントリッヒ号・ケンブリッジヒーロ号

14012 5月4日 晴 良 （25新潟1）第1日 第12競走 ��1，600�
い し う ち

石 打 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 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
1：31．5
1：30．7

良
良

57 サクラヴィクトリー 牡4栗 57 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 478＋101：33．6 2．6�
68 テ ン ペ ル 牡5黒鹿57 松田 大作山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：33．91� 3．9�
812 マイネルドルチェ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B480± 01：34．21� 44．1�
710 プリンシペアスール 牡4鹿 57 丸田 恭介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 ハナ 12．0�
44 トキノサコン 牡5栗 57 大野 拓弥田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 490＋ 2 〃 ハナ 5．7�
69 コスモミレネール 牝4鹿 55 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：34．3� 8．2

56 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 菱田 裕二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 446－ 2 〃 クビ 17．1�
711 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 黛 弘人鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 512－ 61：34．51� 137．0�
813	 シャイニングサヤカ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹	伏木田牧場 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 472＋ 41：34．6� 24．7
33 スズカチャンプ 牡4鹿 57 高倉 稜永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B474± 0 〃 クビ 15．8�
11 ラインロバート 牡4青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：34．81� 154．6�
22 トップスカーレット 牝4栗 55 川須 栄彦林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 54．2�
45 コ ー ダ リ ー 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 440＋ 21：35．0� 117．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，854，800円 複勝： 36，622，200円 枠連： 17，419，900円
馬連： 59，282，500円 馬単： 39，767，400円 ワイド： 26，613，900円
3連複： 75，497，300円 3連単： 156，205，000円 計： 437，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 450円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，030円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 258548 的中 � 80548（1番人気）
複勝票数 計 366222 的中 � 91065（1番人気）� 65758（2番人気）� 14469（9番人気）
枠連票数 計 174199 的中 （5－6） 41772（1番人気）
馬連票数 計 592825 的中 �� 96440（1番人気）
馬単票数 計 397674 的中 �� 40694（1番人気）
ワイド票数 計 266139 的中 �� 33370（1番人気）�� 5787（13番人気）�� 3923（18番人気）
3連複票数 計 754973 的中 ��� 12414（15番人気）
3連単票数 計1562050 的中 ��� 8311（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．6―46．1―57．9―1：09．7―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラヴィクトリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．29 京都9着

2009．5．5生 牡4栗 母 サクラヴィクトリア 母母 サクラユスラウメ 6戦2勝 賞金 16，743，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルドルチェ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



（25新潟1）第1日 5月4日 （祝日） 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 165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

156，470，000円
6，700，000円
1，380，000円
14，080，000円
55，622，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
215，178，100円
335，553，600円
143，605，800円
457，380，800円
327，607，300円
225，434，800円
667，925，000円
1，186，284，300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 3，558，969，700円

総入場人員 14，382名 （有料入場人員 13，024名）
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