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14001 5月3日 晴 良 （26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 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：06．0良

68 � アポロドーロス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 484± 03：10．1 1．9�
56 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B484－ 63：10．31 9．5�
813� エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 492± 03：10．4� 6．3�
45 ドリームハヤテ 牡4鹿 59 林 満明セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 506－ 63：12．010 12．9�
11 ジョウノメジャー �5栗 60 田村 太雅小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 478－ 43：12．32 50．5�
69 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 黒岩 悠小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 490＋12 〃 ハナ 58．0	
33 � スターファンタジア 牝5黒鹿58 山本 康志下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 478＋ 83：12．93� 29．9

22 テイエムエビスオー 牡6鹿 60 難波 剛健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 馬道 繁樹 506＋ 63：13．75 20．6�
711 モ ン モ ン 牡4鹿 59 金子 光希小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 488＋143：13．8クビ 22．5�
44 ホノカアボーイ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 464＋ 4 〃 ハナ 9．5
57 ウエスタンディオ 牡7鹿 60 白浜 雄造西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 488－ 63：14．97 28．5�
812 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 484－143：15．43 52．8�
710� ラインミッシェル 牝5鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 432－ 4 （競走中止） 17．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，014，000円 複勝： 17，676，200円 枠連： 7，576，400円
馬連： 20，274，200円 馬単： 16，125，400円 ワイド： 11，442，400円
3連複： 33，618，900円 3連単： 53，732，500円 計： 171，460，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 500円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 110140 的中 � 47109（1番人気）
複勝票数 計 176762 的中 � 73091（1番人気）� 20239（3番人気）� 22102（2番人気）
枠連票数 計 75764 的中 （5－6） 8369（3番人気）
馬連票数 計 202742 的中 �� 20325（2番人気）
馬単票数 計 161254 的中 �� 11795（2番人気）
ワイド票数 計 114424 的中 �� 8927（2番人気）�� 13752（1番人気）�� 5067（5番人気）
3連複票数 計 336189 的中 ��� 26861（1番人気）
3連単票数 計 537325 的中 ��� 12580（2番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．8－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロドーロス �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Red Ransom

2009．4．4生 牡5鹿 母 アポロファンタジー 母母 Hypoxia 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ラインミッシェル号は，7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 オリオンザアルファ号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

14002 5月3日 晴 良 （26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）

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 キネオグランデ 牡3栗 56 高倉 稜吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494＋ 21：55．7 7．0�
47 クリューサオール 牡3鹿 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516＋ 21：56．12� 4．2�
611 マウンテンライオン 牡3鹿 56 丸山 元気市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 604＋101：56．31� 8．5�
22 カシマブレイン 牡3鹿 56 丸田 恭介松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 490－ 21：56．83 14．7�
11 イノセンテス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 464－101：57．01� 3．4	
814 シナモンアップル 牡3栗 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ―1：57．1� 33．9

58 セクシーボーイ 牡3鹿 56 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋ 81：57．52� 5．2�
712 サドラーズヒーロ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 484＋16 〃 ハナ 142．6
34 ホ ッ ト ス ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 426± 0 〃 アタマ 291．8�
46 メイショウロブロイ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好�氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 476－101：57．6クビ 13．8�
23 リーガルウイナー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 458－ 1 〃 ハナ 141．6�
815 フェリックス 牡3芦 56 黛 弘人 H.H．シェイク・モハメド 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－12 〃 クビ 18．1�
35 ミルオーカン 牡3黒鹿56 柴山 雄一田畑 利彦氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 508－ 61：58．02� 126．1�
713 ニシノテレポート 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 川上牧場 B468± 01：58．42� 173．4�
59 トーホウセイバー 牡3栗 56 藤岡 康太東豊物産� 羽月 友彦 大樹 大樹ファーム 502－ 4 〃 クビ 86．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，737，200円 複勝： 22，737，000円 枠連： 8，919，800円
馬連： 25，376，800円 馬単： 20，037，300円 ワイド： 13，356，400円
3連複： 35，727，500円 3連単： 55，967，900円 計： 194，859，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 160円 � 250円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 400円 �� 670円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 11，370円

票 数

単勝票数 計 127372 的中 � 14502（4番人気）
複勝票数 計 227370 的中 � 28486（3番人気）� 43312（2番人気）� 21832（5番人気）
枠連票数 計 89198 的中 （4－6） 13624（1番人気）
馬連票数 計 253768 的中 �� 19837（2番人気）
馬単票数 計 200373 的中 �� 7156（4番人気）
ワイド票数 計 133564 的中 �� 8801（2番人気）�� 4778（10番人気）�� 6116（5番人気）
3連複票数 計 357275 的中 ��� 12391（4番人気）
3連単票数 計 559679 的中 ��� 3633（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．8―49．7―1：01．9―1：14．5―1：28．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．2
1
3
8，9（11，13）1－6（2，3，7）4－10－（5，14）－12＝15
8＝9，11（1，2）（6，13）－7，10，4－（3，12，14）－5－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオグランデ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．23 阪神3着

2011．3．26生 牡3栗 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット 5戦1勝 賞金 7，550，000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 カネトシエンパシー号・ドリームフェイス号

第１回 新潟競馬 第１日



14003 5月3日 晴 良 （26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）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 キョウワメロディー 牝3栗 54 吉田 隼人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 466＋ 61：12．6 2．2�
814 シゲルオワリ 牝3鹿 54 丸山 元気森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 404－ 41：13．23� 3．8�
712 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 448－121：13．41� 29．1�
815 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 450± 01：13．5� 5．3�
713 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－10 〃 クビ 39．3�
35 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 藤岡 康太市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446＋ 61：13．6� 37．9	
59 スリーチアサウス 牝3鹿 54 大下 智永井商事
 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 464± 01：13．7クビ 85．0�
11 オーガンディー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 428－ 61：14．12� 9．9�
47 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 国分 優作脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 430－141：14．31� 13．4
22 ペイシャンスゼータ 牝3栗 54 宮崎 北斗北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 468－ 2 〃 アタマ 181．3�
611 エスティレイズ 牝3黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 430＋ 41：14．4� 45．8�
610 ドライトウショウ 牝3栗 54 川須 栄彦トウショウ産業
 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438－ 21：14．82� 50．3�
23 ノーザンチェリー 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 462－101：15．11� 106．1�
58 ジョイフルステップ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 418 ―1：16．710 72．9�
34 シェヘラザード 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 442 ―1：18．6大差 211．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，078，500円 複勝： 25，554，400円 枠連： 11，229，500円
馬連： 25，879，500円 馬単： 18，667，000円 ワイド： 14，494，200円
3連複： 37，858，700円 3連単： 60，078，900円 計： 209，840，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 430円 枠 連（4－8） 220円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 850円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 160785 的中 � 58573（1番人気）
複勝票数 計 255544 的中 � 61865（1番人気）� 47896（2番人気）� 10629（6番人気）
枠連票数 計 112295 的中 （4－8） 37834（1番人気）
馬連票数 計 258795 的中 �� 45823（1番人気）
馬単票数 計 186670 的中 �� 17735（1番人気）
ワイド票数 計 144942 的中 �� 20770（1番人気）�� 3732（9番人気）�� 2725（14番人気）
3連複票数 計 378587 的中 ��� 11484（5番人気）
3連単票数 計 600789 的中 ��� 5399（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．5―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワメロディー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．10．13 東京15着

2011．6．14生 牝3栗 母 プリンセスムスメ 母母 サツキムスメ 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョイフルステップ号・シェヘラザード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

6月3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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルファルミエール号・クルサード号・タマモウエルカム号・ナムラユリア号・パステルピンク号・

メデューサノヒトミ号
（非抽選馬） 1頭 カシノトップレディ号

14004 5月3日 晴 良 （26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 （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 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：06．0良

66 マイネルフィエスタ 牡4芦 59 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 500－103：09．9 6．7�

77 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474－ 63：10．22 6．1�
33 ショウナンカミング 牡6栗 60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 472＋ 23：10．3� 3．5�
55 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 504＋ 63：10．4� 2．5�
11 ローレルエルヴェル 牡9鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 450－ 43：11．46 28．3�
88 シュンケイリ 牡4鹿 59 田村 太雅石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 468＋ 23：12．14 15．4	
44 ブレイクチャンス 	7鹿 60 浜野谷憲尚齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494＋ 43：12．42 28．9

22 ニジノハヤテ 牡4黒鹿59 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 472－ 83：12．72 8．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，131，400円 複勝： 18，882，000円 枠連： 発売なし
馬連： 22，857，300円 馬単： 17，265，300円 ワイド： 10，014，100円
3連複： 29，395，700円 3連単： 77，260，000円 計： 189，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 170円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 690円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 141314 的中 � 16836（4番人気）
複勝票数 計 188820 的中 � 19050（4番人気）� 30505（3番人気）� 39131（2番人気）
馬連票数 計 228573 的中 �� 7943（9番人気）
馬単票数 計 172653 的中 �� 2733（19番人気）
ワイド票数 計 100141 的中 �� 3358（10番人気）�� 6531（5番人気）�� 6272（6番人気）
3連複票数 計 293957 的中 ��� 8670（10番人気）
3連単票数 計 772600 的中 ��� 2824（64番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．0－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルフィエスタ �

父 シンボリクリスエス �


母父 ステートリードン デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．3．3生 牡4芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：8戦2勝 賞金 32，400，000円
〔制裁〕 アムールクエスト号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



14005 5月3日 晴 良 （26新潟1）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12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

22 サビーナクレスタ �3鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：12．8 4．5�

815 スズカオーショウ 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 478－ 41：12．9� 64．2�
58 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456－ 41：13．22 10．6�
611 アロージェネシス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 480－ 41：13．41	 6．9�
814 ブラウンカイ 牡3鹿 56 中舘 英二キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 448－ 61：13．5クビ 4．9�
23 グリーンフラッシュ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 524 ― 〃 アタマ 49．9	
34 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 川須 栄彦川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 500－101：13．6� 5．3

11 ハピネスイズヒア 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 452＋ 21：13．8� 12．0�
712 サージェントペパー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 角田 晃一 日高 下川 茂広 510＋ 4 〃 アタマ 74．2�
46 ファーウエスト 牡3鹿 56 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 クビ 69．2
59 ニシノソラカラ 牡3黒鹿56 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 516± 01：13．9クビ 69．6�
713
 ウエスタンイヴ 牝3黒鹿54 五十嵐雄祐 �ウエスタンファーム 藤沢 和雄 米 Winches-

ter Farm 460－ 21：14．96 18．4�
47 サマーパーティ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋14 〃 クビ 6．1�

610 エストデスティネ �3栗 56 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 484－ 61：16．07 290．9�
35 
 エイシンボルト 牝3芦 54 宮崎 北斗�栄進堂 田中 剛 米 Arnold

Zetcher 478－101：16．1クビ 40．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，452，900円 複勝： 33，327，900円 枠連： 8，659，600円
馬連： 31，046，200円 馬単： 22，636，200円 ワイド： 18，056，500円
3連複： 44，427，100円 3連単： 71，122，900円 計： 247，729，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 1，260円 � 330円 枠 連（2－8） 1，010円

馬 連 �� 12，930円 馬 単 �� 21，560円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 750円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 25，050円 3 連 単 ��� 150，830円

票 数

単勝票数 計 184529 的中 � 32354（1番人気）
複勝票数 計 333279 的中 � 50436（2番人気）� 5674（9番人気）� 26483（7番人気）
枠連票数 計 86596 的中 （2－8） 6352（2番人気）
馬連票数 計 310462 的中 �� 1773（32番人気）
馬単票数 計 226362 的中 �� 775（58番人気）
ワイド票数 計 180565 的中 �� 1099（30番人気）�� 6302（9番人気）�� 825（44番人気）
3連複票数 計 444271 的中 ��� 1309（62番人気）
3連単票数 計 711229 的中 ��� 348（379番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．5―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サビーナクレスタ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．8 東京8着

2011．5．14生 �3鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト 11戦1勝 賞金 11，050，000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 デランテーロ号

14006 5月3日 曇 良 （26新潟1）第1日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

35 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468± 01：48．3 2．2�

59 コスモチョコレイ 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 438± 0 〃 ハナ 20．0�

24 エイシンボン 牝3鹿 54 西村 太一�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 436± 01：48．83 170．9�
23 エイプキング 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 452－ 2 〃 クビ 90．9�
713 デルマシシマル 牡3青鹿56 藤懸 貴志浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 ハナ 12．1	
816 アカイスイセイ 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也
野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：49．01� 14．0�
611 ビューロクラート 牡3鹿 56 杉原 誠人有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 ハナ 4．2�
815 ウインボナンザ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 41：49．1クビ 30．1
36 ファイネストアワー 牡3栗 56 伊藤 工真矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 462＋ 21：49．2� 85．3�
11 ドラゴンズタイム 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 418－ 21：49．3� 8．7�
12 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 平野 優下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 426－ 21：49．4� 9．5�
612 トップザサブライ �3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 416＋ 2 〃 ハナ 49．3�
714 トーアリズム 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 472± 01：49．5クビ 24．2�
510 ホープフルムーン 牝3栗 54 嶋田 純次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 武 牧場 444＋ 41：49．6� 275．6�
48 バ ン ダ ナ 牡3鹿 56 小野寺祐太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか ウエスタンファーム 416－ 81：50．13 260．2�
47 チ ヴ リ ー 牝3芦 54 菅原 隆一吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 414＋ 61：50．52� 264．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，951，200円 複勝： 27，719，500円 枠連： 9，025，300円
馬連： 26，543，500円 馬単： 19，243，300円 ワイド： 14，724，800円
3連複： 35，368，800円 3連単： 59，478，500円 計： 211，054，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 420円 � 2，760円 枠 連（3－5） 2，130円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 860円 �� 4，390円 �� 28，220円

3 連 複 ��� 64，450円 3 連 単 ��� 192，530円

票 数

単勝票数 計 189512 的中 � 69792（1番人気）
複勝票数 計 277195 的中 � 92123（1番人気）� 13459（7番人気）� 1729（14番人気）
枠連票数 計 90253 的中 （3－5） 3133（10番人気）
馬連票数 計 265435 的中 �� 8773（9番人気）
馬単票数 計 192433 的中 �� 4486（11番人気）
ワイド票数 計 147248 的中 �� 4476（10番人気）�� 810（40番人気）�� 124（89番人気）
3連複票数 計 353688 的中 ��� 405（143番人気）
3連単票数 計 594785 的中 ��� 228（474番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．6―12．6―12．2―12．1―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．1―47．7―1：00．3―1：12．5―1：24．6―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（13，14）（12，15）9（6，11）（7，5）（3，16）（2，10）4，8，1 4 ・（13，14）（12，15）9（6，11）（7，5）3（2，16）10，4（1，8）

勝馬の
紹 介

ワクワクカンヲ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．4 小倉3着

2011．3．13生 牡3鹿 母 ガンバリッコ 母母 メ ロ ン パ ン 15戦1勝 賞金 22，700，000円
〔制裁〕 バンダナ号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

コスモチョコレイ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



14007 5月3日 曇 良 （26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15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
1：09．2
1：08．7

重
重

713 チェリーミルズ 牝4鹿 55
52 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：13．0 9．4�
58 フォースライト 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 480± 0 〃 アタマ 3．1�
23 フレックスハート 牝4鹿 55 丸田 恭介保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B444－12 〃 アタマ 12．6�
59 レ デ ィ ー 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 426＋ 61：13．1� 3．8�
814� リルバニヤン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 ハナ 71．5�
610 アイネクライネ 牝4芦 55 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 B462－ 6 〃 ハナ 6．9�
35 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 村田 一誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 428－ 41：13．2クビ 9．3	
11 ドリームバラード 牝5黒鹿55 吉田 隼人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B458－ 21：13．4� 16．3

46 レディーピンク 牝4鹿 55 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 434± 01：13．5� 23．4�
611 セ イ ク ラ ベ 牝4青鹿55 丹内 祐次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 460± 01：13．6� 124．6�
815� マリナーズコンパス 牝4鹿 55 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 414－ 81：14．23� 13．1
47 � グレイスフルライフ 牝4栗 55 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 494－161：14．62� 77．0�
34 フェブマルコ 牝4栗 55 柴山 雄一釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436－101：14．81� 146．5�
22 ヒノデポベーダ 牝6鹿 55 	島 良太久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 434＋ 8 〃 アタマ 301．1�
712 ヤマニンジェルブ 牝4栗 55 古川 吉洋土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：15．22� 106．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，752，600円 複勝： 23，468，500円 枠連： 10，489，700円
馬連： 28，489，100円 馬単： 17，899，400円 ワイド： 14，391，200円
3連複： 37，940，000円 3連単： 61，710，400円 計： 208，140，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 140円 � 350円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，240円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 46，240円

票 数

単勝票数 計 137526 的中 � 11576（5番人気）
複勝票数 計 234685 的中 � 16504（5番人気）� 61504（1番人気）� 14184（7番人気）
枠連票数 計 104897 的中 （5－7） 7888（6番人気）
馬連票数 計 284891 的中 �� 11280（8番人気）
馬単票数 計 178994 的中 �� 2851（18番人気）
ワイド票数 計 143912 的中 �� 5391（6番人気）�� 1509（27番人気）�� 4516（9番人気）
3連複票数 計 379400 的中 ��� 4275（25番人気）
3連単票数 計 617104 的中 ��� 985（154番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェリーミルズ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．6 京都13着

2010．3．20生 牝4鹿 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 18戦2勝 賞金 17，820，000円

14008 5月3日 曇 良 （26新潟1）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

45 � ソーミラキュラス 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 502－ 81：34．8 6．8�
712� シークレットベース 牝6鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444＋ 21：34．9� 15．9�
814 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490± 0 〃 クビ 6．9�
711 ミッキーサクセス 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：35．11� 15．2�
610 フ ァ ー ゴ 牝5栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 418－16 〃 アタマ 7．6�
11 ヒカルエリントン 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 ハナ 6．2	
34 アードバーク 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 474－ 4 〃 ハナ 71．9

22 リアルフレア 牡5栗 57 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 464－ 41：35．2クビ 105．5�
813 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：35．3� 15．1�
57 � アクアライン 牝5黒鹿55 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 460± 01：35．4クビ 32．2
69 サンライズバード 牡4黒鹿57 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 462＋121：35．5� 14．3�
58 � スターポケット 牝4黒鹿55 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 456－101：35．71	 87．6�
33 ミラクルアスク 牝4鹿 55 吉田 隼人廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 430－18 〃 クビ 4．8�
46 シンボリディスコ 牡4栗 57 川須 栄彦シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 488－ 21：37．19 7．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，521，500円 複勝： 31，058，800円 枠連： 10，566，600円
馬連： 35，016，600円 馬単： 22，116，700円 ワイド： 18，277，300円
3連複： 47，578，400円 3連単： 82，022，900円 計： 267，158，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 380円 � 330円 � 220円 枠 連（4－7） 1，770円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，140円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 12，700円 3 連 単 ��� 56，050円

票 数

単勝票数 計 205215 的中 � 23834（3番人気）
複勝票数 計 310588 的中 � 20037（7番人気）� 24345（6番人気）� 42107（2番人気）
枠連票数 計 105666 的中 （4－7） 4419（11番人気）
馬連票数 計 350166 的中 �� 4491（27番人気）
馬単票数 計 221167 的中 �� 1790（41番人気）
ワイド票数 計 182773 的中 �� 2092（36番人気）�� 3987（14番人気）�� 4187（12番人気）
3連複票数 計 475784 的中 ��� 2765（50番人気）
3連単票数 計 820229 的中 ��� 1080（182番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―11．9―11．7―11．7―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―47．6―59．3―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソーミラキュラス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ

2010．4．20生 牝4黒鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 3戦1勝 賞金 8，160，000円
初出走 JRA



14009 5月3日 曇 良 （26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

814� レ イ ア ロ ハ 牡4鹿 57 吉田 隼人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 498－151：54．8 41．6�

58 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 500－ 21：55．11� 23．9�

813 ハーストイーグル 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 510± 01：55．84 13．0�
711� ビーチブレイブ 牡4芦 57 丸田 恭介谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 512＋ 61：56．12 1．7�
57 リンガスクリフ 牡6栗 57 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 500－ 81：56．2� 23．0�
33 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 506－ 21：56．41� 15．8	
45 ジェットブリット 牡5黒鹿 57

54 ▲松若 風馬�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 560－ 61：56．61� 32．3

22 タニノセレナーデ 牝4黒鹿55 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 444＋ 81：57．13 5．2�
34 イ ー グ ル 牡7栗 57 	島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム B488＋ 21：57．73� 112．8�
11 � ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 藤懸 貴志中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B518－ 61：57．9� 103．7
610 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 474－ 21：58．0クビ 17．4�
69 ペプチドウインド 牡4鹿 57 川須 栄彦沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 464－121：58．32 39．0�
46 ドリームプログラム 牡5栗 57 古川 吉洋セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 516＋141：58．61� 132．6�
712 ワルトユニヴァース 牡7栗 57 藤岡 康太的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 440－162：01．4大差 14．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，231，700円 複勝： 32，313，600円 枠連： 10，372，500円
馬連： 33，529，600円 馬単： 23，597，200円 ワイド： 17，128，200円
3連複： 45，675，500円 3連単： 94，422，400円 計： 275，270，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，160円 複 勝 � 1，360円 � 750円 � 440円 枠 連（5－8） 2，640円

馬 連 �� 43，880円 馬 単 �� 101，850円

ワ イ ド �� 11，560円 �� 5，990円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 131，170円 3 連 単 ��� 1，106，100円

票 数

単勝票数 計 182317 的中 � 3459（11番人気）
複勝票数 計 323136 的中 � 5881（11番人気）� 11314（8番人気）� 20729（3番人気）
枠連票数 計 103725 的中 （5－8） 2900（10番人気）
馬連票数 計 335296 的中 �� 564（60番人気）
馬単票数 計 235972 的中 �� 171（118番人気）
ワイド票数 計 171282 的中 �� 361（64番人気）�� 701（46番人気）�� 1674（28番人気）
3連複票数 計 456755 的中 ��� 257（178番人気）
3連単票数 計 944224 的中 ��� 63（1130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．1―50．9―1：03．2―1：15．6―1：28．4―1：41．2

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

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

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

勝馬の
紹 介

�レ イ ア ロ ハ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Most Welcome

2010．2．10生 牡4鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 7戦1勝 賞金 6，700，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワルトユニヴァース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3日まで平地
競走に出走できない。

14010 5月3日 曇 良 （26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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

816 クラウンルシフェル 牡3栗 56 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490＋101：09．4 7．5�
36 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 伊藤 工真�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 488＋121：09．61� 6．4�
815 オンタケハート 牡3鹿 56 川須 栄彦宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484＋ 21：09．7� 16．3�
23 ヒカルカミヒコーキ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 494－ 2 〃 ハナ 3．0�
35 マイネパシオーネ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 21：09．91 4．8�
47 パイメイメイ 牝3鹿 54 藤岡 康太西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B462± 01：10．0� 15．1	
11 フリュクティドール 牝3鹿 54 長岡 禎仁
ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 410－ 8 〃 ハナ 36．1�
611 ラ ヴ ィ ー ネ 牝3芦 54 中井 裕二 
社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 448－ 81：10．1� 9．9�
59 テルミドール 牝3黒鹿54 津村 明秀
ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 402－201：10．2� 44．8
12 クラウンデュナミス 牝3黒鹿54 伴 啓太矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 454－ 8 〃 ハナ 48．1�
714 タカミツスズラン 牝3鹿 54 柴山 雄一高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 450＋ 21：10．3� 121．7�
48 ブルーヴァルキリー 牝3栗 54 菱田 裕二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 422－ 41：10．51	 37．9�
612 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿56 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 61：10．92� 17．1�
713 ポケットエース 牝3鹿 54 黛 弘人菊地 剛氏 小笠 倫弘 新冠 細川農場 452－ 41：11．0� 114．7�
510 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B496＋ 41：11．21	 112．9�
24 
 シュヴァルベ 牡3栗 56 古川 吉洋ケンレーシング組合 土田 稔 日高 北田 剛 404－ 61：11．52 55．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，470，400円 複勝： 37，259，000円 枠連： 17，811，600円
馬連： 52，993，400円 馬単： 30，321，100円 ワイド： 24，090，500円
3連複： 68，645，400円 3連単： 113，566，800円 計： 368，158，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 230円 � 570円 枠 連（3－8） 850円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，470円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 59，360円

票 数

単勝票数 計 234704 的中 � 24721（4番人気）
複勝票数 計 372590 的中 � 39578（4番人気）� 48413（3番人気）� 14696（8番人気）
枠連票数 計 178116 的中 （3－8） 15582（3番人気）
馬連票数 計 529934 的中 �� 13707（10番人気）
馬単票数 計 303211 的中 �� 4469（17番人気）
ワイド票数 計 240905 的中 �� 6111（9番人気）�� 4040（16番人気）�� 3024（23番人気）
3連複票数 計 686454 的中 ��� 4522（38番人気）
3連単票数 計1135668 的中 ��� 1412（165番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンルシフェル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2013．10．26 東京7着

2011．4．8生 牡3栗 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 7戦2勝 賞金 19，188，000円
〔制裁〕 オンタケハート号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年5月10日から平成26年5月

18日まで騎乗停止。（被害馬：10番・9番）
※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） 6頭 アポロデイライト号・アマアマ号・クリノコマチ号・スーパースター号・デサフィナード号・ロードメビウス号



14011 5月3日 曇 良 （26新潟1）第1日 第11競走 ��
��1，000�

しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000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

510 アンゲネーム �6鹿 57 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－10 56．5 7．5�
59 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 504－ 4 〃 クビ 18．8�
816 ローブドヴルール 牝8鹿 55 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 500－ 2 56．81	 18．5�
611 トーセントレジャー 牡6鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B500－ 4 56．9
 17．4	
24 アンヴァルト 牡7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－ 2 57．11� 15．6

47 � カハラビスティー 牝5黒鹿55 川須 栄彦備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 500－ 6 〃 クビ 5．1�
612 サウスビクトル 牡5黒鹿57 中舘 英二南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 474＋ 6 57．2	 25．5�
714 リッカアリュール 牡8栗 57 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 B496＋ 8 57．3クビ 99．8
815 サザンブレイズ 牡6栗 57 菱田 裕二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480－ 4 〃 ハナ 49．2�
11 � ルチャドルアスール �5黒鹿57 西田雄一郎青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 492－16 57．61	 6．9�
713 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 506± 0 〃 アタマ 9．8�
36 � ミッドナイトクロス 牡7青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 57．7	 32．3�
35 ジ ル コ ニ ア 牝7栗 55 木幡 初広下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 496－ 8 〃 クビ 14．7�
48 レモンチャン 牝4栗 55 吉田 隼人ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 464＋ 2 58．02 15．3�
23 サトノヒーロー 牡5黒鹿57 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 8 58．2	 21．3�
12 エクセルシオール 牡5栗 57 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 8 58．41
 5．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，642，000円 複勝： 53，009，700円 枠連： 40，525，900円
馬連： 134，506，700円 馬単： 67，315，200円 ワイド： 53，456，500円
3連複： 200，606，200円 3連単： 300，304，000円 計： 887，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 510円 � 440円 枠 連（5－5） 9，060円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 16，290円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，690円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 41，760円 3 連 単 ��� 149，150円

票 数

単勝票数 計 376420 的中 � 40002（4番人気）
複勝票数 計 530097 的中 � 58117（2番人気）� 25981（10番人気）� 30812（8番人気）
枠連票数 計 405259 的中 （5－5） 3303（31番人気）
馬連票数 計1345067 的中 �� 10966（44番人気）
馬単票数 計 673152 的中 �� 3050（80番人気）
ワイド票数 計 534565 的中 �� 5273（39番人気）�� 7905（18番人気）�� 3602（57番人気）
3連複票数 計2006062 的中 ��� 3546（181番人気）
3連単票数 計3003040 的中 ��� 1486（562番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．7―44．5

上り4F44．4－3F33．9
勝馬の
紹 介

アンゲネーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danehill デビュー 2010．11．6 福島11着

2008．3．8生 �6鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 24戦4勝 賞金 56，804，000円
※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） 4頭 ケイアイウィルゴー号・ナスザン号・バートラムガーデン号・メイショウイザヨイ号

14012 5月3日 曇 良 （26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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 フレージャパン 牡5栗 57 丸山 元気難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 472－162：00．0 4．8�
810 テーオーレジェンド 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 B498＋ 6 〃 アタマ 5．8�
79 � レイトライザー 牡4黒鹿57 菱田 裕二中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 460＋ 22：00．1	 8．2�
33 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 462± 02：00．2
 61．9�
44 ディーエスライダー 牡5黒鹿57 柴山 雄一秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 22：00．41� 15．1�
67 レッドシェリフ 牡6栗 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 492－ 22：00．61� 3．8	
78 アラドヴァル 牝5青 55 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 468－ 42：00．7
 4．9

22 スティルレーベン 牡4鹿 57 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 478± 0 〃 ハナ 10．8�
55 プリュムローズ 牝5鹿 55 吉田 隼人野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 452＋ 42：01．12
 30．5�
11 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B492＋ 22：01．2	 142．5
811� ノアミラクル 牡4鹿 57 高倉 稜佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 464＋ 62：01．41
 14．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，328，700円 複勝： 35，428，200円 枠連： 16，030，100円
馬連： 52，520，500円 馬単： 32，454，000円 ワイド： 24，126，300円
3連複： 66，596，200円 3連単： 136，797，500円 計： 388，281，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 240円 � 240円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 700円 �� 730円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 243287 的中 � 40116（2番人気）
複勝票数 計 354282 的中 � 51004（3番人気）� 37514（5番人気）� 38550（4番人気）
枠連票数 計 160301 的中 （6－8） 20531（2番人気）
馬連票数 計 525205 的中 �� 23054（7番人気）
馬単票数 計 324540 的中 �� 6417（16番人気）
ワイド票数 計 241263 的中 �� 8592（8番人気）�� 8206（9番人気）�� 8902（7番人気）
3連複票数 計 665962 的中 ��� 13883（10番人気）
3連単票数 計1367975 的中 ��� 4644（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．5―47．8―59．7―1：11．5―1：23．6―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレージャパン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．18 中山2着

2009．5．22生 牡5栗 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ 21戦2勝 賞金 33，918，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 レイトライザー号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年5月10日から平成26年5月

11日まで騎乗停止。（被害馬：7番・1番・11番）
フレージャパン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）について過怠金50，000円。



（26新潟1）第1日 5月3日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

176，250，000円
5，360，000円
1，520，000円
15，860，000円
60，824，500円
5，538，200円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
229，312，100円
358，434，800円
151，207，000円
489，033，400円
307，678，100円
233，558，400円
683，438，400円
1，166，464，700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 3，619，126，900円

総入場人員 13，632名 （有料入場人員 12，128名）
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