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14085 5月25日 晴 稍重 （26新潟1）第8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

34 ミスズモンブラン 牡3栗 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 478＋ 21：12．4 6．2�
35 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 484＋ 61：12．72 8．6�
611 ジギースンナー 牝3青鹿54 中舘 英二佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 464＋ 21：12．8クビ 5．0�
59 ニットギブソン 牡3青鹿56 柴田 善臣水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 462－ 4 〃 ハナ 7．8�
11 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 柴山 雄一 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 438＋121：13．22� 21．3�
58 ミキノグランプリ 牡3栗 56 高倉 稜谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 440＋ 61：13．3� 3．8�
23 クリムゾンオーブ 牝3鹿 54 竹之下智昭有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：13．4クビ 110．3	
46 サウスキング 牡3黒鹿56 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 490 ―1：13．61� 54．4

713 アリュージョン 牝3鹿 54 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 470＋101：13．7クビ 53．7�
814 マルカシグナス �3芦 56 川須 栄彦河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 458＋ 21：13．8� 4．4
712 ノスタルジック 牝3鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B472± 01：14．01� 22．1�
815 エントリーアゲン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 土田 扶美子 506 ― 〃 アタマ 200．0�
22 グァバベリーニ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 418± 01：14．1� 186．7�
47 ヴァンクレメンツ �3芦 56

53 ▲木幡 初也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 466－ 21：15．37 108．1�
610 サトノプロシオン 牡3黒鹿56 杉原 誠人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 520－ 21：24．6大差 177．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，840，100円 複勝： 26，706，600円 枠連： 8，023，200円
馬連： 25，578，100円 馬単： 17，654，100円 ワイド： 14，190，600円
3連複： 39，909，700円 3連単： 61，968，800円 計： 206，871，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 260円 � 200円 枠 連（3－3） 1，290円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 620円 �� 590円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 19，400円

票 数

単勝票数 計 128401 的中 � 16357（4番人気）
複勝票数 計 267066 的中 � 40696（3番人気）� 24940（6番人気）� 38270（4番人気）
枠連票数 計 80232 的中 （3－3） 4602（7番人気）
馬連票数 計 255781 的中 �� 11263（8番人気）
馬単票数 計 176541 的中 �� 3842（16番人気）
ワイド票数 計 141906 的中 �� 5657（9番人気）�� 6027（6番人気）�� 4776（12番人気）
3連複票数 計 399097 的中 ��� 8363（14番人気）
3連単票数 計 619688 的中 ��� 2358（72番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―12．3―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズモンブラン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．9．1 函館7着

2011．3．11生 牡3栗 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 8戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノプロシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ジャーサンプラーン号・バトルフェイス号・レモンティー号

14086 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第2競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

815 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿54 松田 大作�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 446＋ 61：35．3 7．7�
59 センセーション 牝3鹿 54 川須 栄彦田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 480 ―1：35．51� 32．6�
35 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 伊藤 工真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 462＋ 21：35．71� 9．6�
12 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 448＋ 21：36．02 56．2�
816 プリンセスアスク 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450＋ 8 〃 クビ 3．1�
611 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 416± 01：36．42� 6．7	
612 ラ ブ コ ー ル 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 450± 0 〃 ハナ 7．8

11 バーンアウル 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 4 〃 クビ 6．5�
36 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438± 01：36．61� 15．1�
47 フレンドスイート 牝3鹿 54 中舘 英二横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 430± 01：36．7� 14．0
510 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± 01：36．8� 18．2�
48 デピュティイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 442＋141：37．54 163．2�
24 アンタークティカ 牝3鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：37．6� 97．1�
714 ラモンターニュ 牝3鹿 54 杉原 誠人�富田牧場 栗田 徹 浦河 富田牧場 468－ 6 〃 クビ 278．2�
713 リトルトリンケット 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 高橋 文雅 平取 中川 隆 468 ―1：37．91� 161．9�
23 インワンブレス 牝3栗 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 登別 青藍牧場 432＋ 61：38．11� 480．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，427，800円 複勝： 28，160，200円 枠連： 9，800，500円
馬連： 24，779，200円 馬単： 16，097，300円 ワイド： 13，915，200円
3連複： 37，129，900円 3連単： 52，192，100円 計： 197，502，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 1，080円 � 370円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 10，990円 馬 単 �� 17，980円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 1，600円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 43，570円 3 連 単 ��� 204，890円

票 数

単勝票数 計 154278 的中 � 15883（4番人気）
複勝票数 計 281602 的中 � 33266（3番人気）� 5931（10番人気）� 20543（7番人気）
枠連票数 計 98005 的中 （5－8） 5775（7番人気）
馬連票数 計 247792 的中 �� 1665（42番人気）
馬単票数 計 160973 的中 �� 661（73番人気）
ワイド票数 計 139152 的中 �� 842（41番人気）�� 2190（23番人気）�� 698（44番人気）
3連複票数 計 371299 的中 ��� 629（117番人気）
3連単票数 計 521921 的中 ��� 188（626番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．8―12．2―11．5―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．7―48．5―1：00．7―1：12．2―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマテーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Concern デビュー 2013．12．1 阪神7着

2011．4．28生 牝3黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 2戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 サニーロブロイ号

第１回 新潟競馬 第８日



14087 5月25日 晴 稍重 （26新潟1）第8日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

712 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 462－ 61：56．0 10．9�

47 オウケンゴールド 牡3栃栗 56
53 ▲松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B490－ 31：56．21� 200．9�

22 トリビューン 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：56．3クビ 5．8�
46 マ ウ ナ ロ ア 牡3鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：56．4� 2．3�
59 センノイギダー 牡3栗 56 杉原 誠人浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 468－ 41：57．35 151．3�
35 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56 吉田 隼人杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 492－ 21：57．62 6．0	
11 エスケイキング 牡3青鹿56 竹之下智昭廣嶋 誠二氏 友道 康夫 浦河 中神牧場 486＋12 〃 クビ 23．8

23 ダベンポート �3栗 56 大庭 和弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 486－ 41：57．7� 103．4�
815 ウインマティーニ 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 456± 01：57．8� 181．9�
610 レッドイルヴェント 牡3黒鹿56 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム B470± 01：57．9クビ 40．6
814 カガグレイハート 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 434＋ 41：58．21� 23．8�
34 セントコロナ 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 61：58．51� 4．2�
713 フェアリースマイル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 426± 0 〃 クビ 433．7�
611 クラバウターマン 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 B462－ 81：59．45 146．1�
58 トーセンカーネル 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋162：00．57 110．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，565，500円 複勝： 24，629，900円 枠連： 8，334，800円
馬連： 24，662，900円 馬単： 17，822，600円 ワイド： 14，592，700円
3連複： 35，142，200円 3連単： 58，332，400円 計： 200，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 350円 � 3，560円 � 250円 枠 連（4－7） 1，430円

馬 連 �� 76，800円 馬 単 �� 79，720円

ワ イ ド �� 16，990円 �� 1，520円 �� 11，960円

3 連 複 ��� 172，900円 3 連 単 ��� 1，163，500円

票 数

単勝票数 計 165655 的中 � 12006（5番人気）
複勝票数 計 246299 的中 � 19293（5番人気）� 1494（14番人気）� 30982（4番人気）
枠連票数 計 83348 的中 （4－7） 4313（6番人気）
馬連票数 計 246629 的中 �� 237（68番人気）
馬単票数 計 178226 的中 �� 165（101番人気）
ワイド票数 計 145927 的中 �� 208（64番人気）�� 2448（15番人気）�� 296（55番人気）
3連複票数 計 351422 的中 ��� 150（180番人気）
3連単票数 計 583324 的中 ��� 37（1159番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．6―13．5―12．7―12．4―12．6―12．5―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―38．1―51．6―1：04．3―1：16．7―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セクシーボーイ �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 Riverman デビュー 2013．8．3 函館6着

2011．4．17生 牡3鹿 母 ミ リ ョ ク 母母 ゴールデントレジャリー 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 レッドイルヴェント号の騎手伊藤工真は，向正面での御法（鞭の使用）について戒告。

マウナロア号の騎手松田大作は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）
※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 スズカプリオール号

14088 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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

711 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 492± 03：10．3 2．2�
11 テイエムシシーポス 牡4鹿 59 田村 太雅竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 486± 03：10．83 9．1�
22 イオンドライブ 牡4鹿 59 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 23．3�
44 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 山本 康志岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 23：11．11� 3．4�
68 ティアップビクター 牡4黒鹿59 石神 深一田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 448± 03：11．41� 74．3�
45 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 458± 03：11．5� 142．3	
813 ドンクーガー 牡4青鹿59 難波 剛健山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 488＋103：11．6� 7．7

812� ジョーマダガスカル 	5鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 500＋ 23：11．7� 11．7�
57 コスモカンタービレ 牡7黒鹿60 大江原 圭 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 500± 03：12．23 25．4�
56 シンボリボルドー 牡7鹿 60 鈴木 慶太シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 474＋ 23：14．2大差 77．3
710 ネ フ ラ イ ト 牝4栗 57 江田 勇亮�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 428＋ 8 〃 クビ 157．0�
69 タカラプリンス 牡4黒鹿59 横山 義行村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 470＋ 23：15．810 23．2�
33 � ブラックシャリオ 牡4黒鹿59 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 498＋103：17．29 46．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，793，900円 複勝： 18，290，100円 枠連： 7，986，300円
馬連： 21，079，900円 馬単： 15，690，100円 ワイド： 12，498，900円
3連複： 33，756，200円 3連単： 59，717，600円 計： 184，813，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 230円 � 400円 枠 連（1－7） 990円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，220円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 17，530円

票 数

単勝票数 計 157939 的中 � 56612（1番人気）
複勝票数 計 182901 的中 � 49392（1番人気）� 18797（4番人気）� 8978（8番人気）
枠連票数 計 79863 的中 （1－7） 6008（4番人気）
馬連票数 計 210799 的中 �� 13022（3番人気）
馬単票数 計 156901 的中 �� 7753（4番人気）
ワイド票数 計 124989 的中 �� 8265（3番人気）�� 2432（16番人気）�� 1938（20番人気）
3連複票数 計 337562 的中 ��� 4489（17番人気）
3連単票数 計 597176 的中 ��� 2515（44番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．0－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナンデヤネン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．8．23 札幌12着

2007．4．27生 牡7青 母 スギノフォルモーザ 母母 スカーレットローズ 障害：5戦1勝 賞金 12，300，000円
※出走取消馬 ニイハオジュウクン号（疾病〔心房細動〕のため）
※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 オールアズワン号・グランデクロコ号・ホノカアボーイ号・マイネルグート号



14089 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時00分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

713 ハドソンヤード 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 42：02．4 9．0�

59 ライトパープル 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 466＋ 22：02．71� 7．0�

816 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 460－ 42：03．01� 3．6�
35 トレジャーマップ 牡3鹿 56 松田 大作小林 正和氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B452＋202：03．1� 9．9�
48 シークレットパス 牡3芦 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 444± 0 〃 アタマ 4．9�
24 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448± 02：03．41� 55．9	
510 コスモスミレ 牝3栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 422＋ 2 〃 クビ 36．8

815 ダークインテジャー 牡3黒鹿56 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 488＋ 22：03．5クビ 6．0�
714 ウィナーウェイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 クビ 15．4�
12 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿56 川須 栄彦山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 478－ 22：03．6クビ 175．3
11 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 450－ 2 〃 クビ 39．8�
36 ファイナルブロー 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 416－ 6 〃 ハナ 11．9�
612 ノーブルスワン 牝3鹿 54 津村 明秀吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 448± 02：04．13 297．4�
47 エリースプラッシュ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 434± 02：04．73� 335．5�
611 フヨウヤマヒコ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 小河 豊水 426－ 22：04．91� 305．4�
23 ベンダバール 牡3黒鹿56 柴山 雄一伊達 敏明氏 大竹 正博 日高 サンシャイン

牧場 470＋162：07．0大差 54．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，283，400円 複勝： 32，991，800円 枠連： 10，540，000円
馬連： 30，735，700円 馬単： 19，728，600円 ワイド： 18，389，000円
3連複： 46，206，500円 3連単： 68，377，200円 計： 244，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 220円 � 260円 � 170円 枠 連（5－7） 1，800円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 920円 �� 580円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 25，120円

票 数

単勝票数 計 172834 的中 � 15192（5番人気）
複勝票数 計 329918 的中 � 37921（4番人気）� 30506（5番人気）� 61876（1番人気）
枠連票数 計 105400 的中 （5－7） 4339（11番人気）
馬連票数 計 307357 的中 �� 8424（13番人気）
馬単票数 計 197286 的中 �� 2589（25番人気）
ワイド票数 計 183890 的中 �� 4742（14番人気）�� 7959（4番人気）�� 8467（3番人気）
3連複票数 計 462065 的中 ��� 9315（7番人気）
3連単票数 計 683772 的中 ��� 2009（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．7―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．0―1：37．5―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハドソンヤード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．3．30 中京9着

2011．4．6生 牡3黒鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ウィナーウェイ号の騎手小崎綾也は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：12番）

フヨウヤマヒコ号の騎手石川裕紀人は，1コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
30，000円。（被害馬：1番・5番）

14090 5月25日 晴 稍重 （26新潟1）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時30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

11 メイショウソレイユ 牡4鹿 57
54 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 464＋ 21：53．8 55．4�

814 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 502＋ 21：54．22� 10．6�

58 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 490＋141：54．3� 16．7�
47 アサクサニッポン �5青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 41：54．4クビ 21．8�
611 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 502＋ 2 〃 クビ 61．8�
610 サトノシーザー 牡5青 57 柴田 善臣里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 534＋ 81：54．72 8．0	
34 マイネルソウル 牡5鹿 57 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B494－ 21：55．23 51．2

46 ミッキーバルーン 牡5栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 494＋ 81：55．51� 27．6�
59 	 エイコオレジェンド 牡7黒鹿57 川須 栄彦井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B498－ 41：56．13� 209．2�
23 ステージジャンプ 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：56．2� 1．9
22 ラルゴスパーダ �4鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B470－ 61：56．41
 36．2�
815 サンマルリジイ 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 502＋ 21：56．72 249．2�
712	 ラ ン ギ ロ ア 牡4栗 57 竹之下智昭佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－201：58．5大差 19．0�
35 	 シゲルミズガメザ 牡4鹿 57 西田雄一郎森中 蕃氏 日吉 正和 日高 サンバマウン

テンファーム 496＋ 81：59．88 218．6�
713 ダークブレイズ 牡5黒鹿57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 556＋142：01．07 4．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，723，300円 複勝： 24，269，200円 枠連： 8，404，700円
馬連： 23，506，300円 馬単： 16，498，800円 ワイド： 13，541，400円
3連複： 34，376，500円 3連単： 58，555，400円 計： 195，875，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，540円 複 勝 � 1，010円 � 240円 � 360円 枠 連（1－8） 20，480円

馬 連 �� 19，580円 馬 単 �� 49，500円

ワ イ ド �� 5，500円 �� 4，690円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 49，360円 3 連 単 ��� 502，490円

票 数

単勝票数 計 167233 的中 � 2380（11番人気）
複勝票数 計 242692 的中 � 5391（12番人気）� 31853（3番人気）� 17819（5番人気）
枠連票数 計 84047 的中 （1－8） 303（30番人気）
馬連票数 計 235063 的中 �� 886（50番人気）
馬単票数 計 164988 的中 �� 246（105番人気）
ワイド票数 計 135414 的中 �� 595（52番人気）�� 699（47番人気）�� 3022（12番人気）
3連複票数 計 343765 的中 ��� 514（131番人気）
3連単票数 計 585554 的中 ��� 86（995番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―13．3―11．8―12．2―13．2―13．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．1―49．4―1：01．2―1：13．4―1：26．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウソレイユ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．25生 牡4鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 12戦2勝 賞金 12，870，000円
〔制裁〕 ステージジャンプ号の騎手小崎綾也は，1コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミズガメザ号・ダークブレイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

6月25日まで平地競走に出走できない。



14091 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

35 カフェブリリアント 牝4栗 55 菱田 裕二西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 61：21．9 3．9�
11 クロイゼリンチャン 牝4鹿 55 高倉 稜 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 432－ 21：22．11 13．3�
47 トウカイメリー 牝5青鹿 55

52 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 434＋ 2 〃 ハナ 23．0�
612 イントゥザストーム 牝5鹿 55

52 ▲小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 424－ 4 〃 クビ 60．5�

23 メイショウジェーン 牝5鹿 55
52 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 464＋16 〃 アタマ 12．5�

12 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 中舘 英二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 452＋ 41：22．2クビ 3．8	
611 ハイキートーン 牝4栗 55 吉田 隼人
下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450＋101：22．3� 21．4�
36 ネオヴィクトリア 牝4黒鹿55 川須 栄彦小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 22．2�
510 スーパーアース 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 462± 0 〃 ハナ 5．9
815 スピーディユウマ 牝4青鹿55 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋16 〃 クビ 23．8�
48 アメージングムーン 牝4鹿 55 松田 大作 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 454＋ 61：22．4クビ 25．5�
24 リオグランデ 牝4鹿 55 柴山 雄一 
キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋10 〃 アタマ 38．7�
59 ダイワカリエンテ 牝5栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 41：22．5� 24．3�
816� 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 442－ 41：22．71� 30．2�
713 アラカメジョウ 牝5鹿 55 津村 明秀
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 454± 01：22．8� 13．0�
714 アサクサウタヒメ 牝5黒鹿55 杉原 誠人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋181：23．12 189．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，788，700円 複勝： 29，775，800円 枠連： 10，930，400円
馬連： 33，159，200円 馬単： 20，861，800円 ワイド： 17，987，000円
3連複： 50，002，500円 3連単： 78，887，000円 計： 260，392，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 390円 � 560円 枠 連（1－3） 620円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，370円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 15，180円 3 連 単 ��� 62，010円

票 数

単勝票数 計 187887 的中 � 38364（2番人気）
複勝票数 計 297758 的中 � 49639（2番人気）� 18577（5番人気）� 12031（9番人気）
枠連票数 計 109304 的中 （1－3） 13028（1番人気）
馬連票数 計 331592 的中 �� 8994（7番人気）
馬単票数 計 208618 的中 �� 3245（11番人気）
ワイド票数 計 179870 的中 �� 3887（8番人気）�� 3271（10番人気）�� 1284（47番人気）
3連複票数 計 500025 的中 ��� 2431（44番人気）
3連単票数 計 788870 的中 ��� 939（148番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．8―11．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．8―45．6―57．2―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝4栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 9戦2勝 賞金 20，670，000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 テーオーヴィーナス号

14092 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：44．6
1：43．9

良
良

11 カ ー バ 牡5青鹿 57
54 ▲城戸 義政�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 502－ 61：47．5 3．0�

36 レッドカチューシャ 牝4青鹿 55
52 ▲石川裕紀人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472± 01：47．71� 12．1�

59 エーシングルーオン 牡5栗 57
54 ▲小崎 綾也�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 466＋ 81：47．91� 16．2�

612 レッドシェリフ 牡6栗 57
54 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 アタマ 4．6�

47 � ノアミラクル 牡4鹿 57
54 ▲原田 和真佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 460－ 4 〃 クビ 38．6	

24 スマッシュスマイル �6栃栗57 嶋田 純次 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 496＋141：48．11 7．4

23 コスモスターター 牝4栗 55 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 クビ 18．2�
48 ドラゴントーク 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 436＋ 41：48．41� 18．4�
713 タイセイボルト 牡4青鹿 57

54 ▲伴 啓太田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B466－ 2 〃 クビ 14．1
815 カシノラピス 牝5栗 55 花田 大昂柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 430± 01：48．5クビ 162．2�
611 スイートクラウン 牝4栗 55 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B480± 0 〃 ハナ 37．2�
12 � スターポケット 牝4黒鹿55 平野 優西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 464＋ 8 〃 ハナ 199．8�
714 ギリサントポケサン 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 470± 01：48．6� 6．3�
510 エフティシリウス 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B442＋ 21：49．02� 87．4�
816 タニノセレナーデ 牝4黒鹿55 森 一馬谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 438± 01：49．32 65．3�

（15頭）
35 アサクサマジック �5黒鹿57 杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B506－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，749，500円 複勝： 24，378，100円 枠連： 9，989，600円
馬連： 21，622，100円 馬単： 13，601，400円 ワイド： 12，233，500円
3連複： 26，203，100円 3連単： 42，448，000円 計： 165，225，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 190円 � 470円 � 450円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，100円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 56，050円

票 数

単勝票数 差引計 147495（返還計 19418） 的中 � 39229（1番人気）
複勝票数 差引計 243781（返還計 27309） 的中 � 43031（2番人気）� 12012（9番人気）� 12715（7番人気）
枠連票数 差引計 99896（返還計 1370） 的中 （1－3） 8410（2番人気）
馬連票数 差引計 216221（返還計 69462） 的中 �� 5942（8番人気）
馬単票数 差引計 136014（返還計 43168） 的中 �� 1880（18番人気）
ワイド票数 差引計 122335（返還計 36270） 的中 �� 2601（12番人気）�� 2782（10番人気）�� 1182（34番人気）
3連複票数 差引計 262031（返還計137859） 的中 ��� 1400（52番人気）
3連単票数 差引計 424480（返還計221176） 的中 ��� 559（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．2―48．8―1：00．4―1：12．2―1：24．0―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ー バ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都3着

2009．4．21生 牡5青鹿 母 キタノスザク 母母 キタノオゴジョ 23戦2勝 賞金 21，870，000円
〔競走除外〕 アサクサマジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 タニノセレナーデ号の騎手森一馬は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12番・10番・

9番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アサクサマジック号は，平成26年5月26日から平成26年6月24日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンマルダーム号
（非抽選馬） 1頭 アードバーク号



14093 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

22 トウカイビジョン 牡4鹿 57 丸田 恭介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 492＋101：11．5 22．5�
35 ヒカリマサムネ 牡4栗 57 川須 栄彦�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 462＋ 4 〃 クビ 4．7�
11 サウスマキシム 牡4鹿 57 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 512± 01：11．92� 4．8�
712 シャンパンルージュ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B476± 01：12．0クビ 13．3�

58 ケイリンチャンプ 牡4鹿 57 松田 大作山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 506＋ 2 〃 クビ 8．9�
59 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 41：12．1クビ 11．8	
46 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 498＋ 21：12．31� 15．1

814 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 中舘 英二相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 500＋ 6 〃 ハナ 4．4�
23 デルマダイコク 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 520＋ 2 〃 アタマ 10．3�
610 トウショウハマー 牡5栗 57 西田雄一郎トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 580± 01：12．61� 29．6
713 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 杉原 誠人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430＋ 21：12．7� 28．2�
47 アトランティード 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 29．0�
611 アポロダイヤモンド 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 436－121：12．8� 146．0�
815 アスキットキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 418＋ 21：13．01� 153．2�
34 スノークラフト 牝5芦 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 81：14．7大差 122．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，657，900円 複勝： 37，284，100円 枠連： 12，295，200円
馬連： 40，940，000円 馬単： 26，446，500円 ワイド： 23，502，200円
3連複： 59，871，600円 3連単： 101，517，100円 計： 323，514，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 540円 � 220円 � 210円 枠 連（2－3） 1，500円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 18，920円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，490円 �� 580円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 147，190円

票 数

単勝票数 計 216579 的中 � 7590（9番人気）
複勝票数 計 372841 的中 � 14925（9番人気）� 49009（3番人気）� 52854（2番人気）
枠連票数 計 122952 的中 （2－3） 6062（8番人気）
馬連票数 計 409400 的中 �� 3905（35番人気）
馬単票数 計 264465 的中 �� 1032（76番人気）
ワイド票数 計 235022 的中 �� 1981（43番人気）�� 3808（22番人気）�� 10634（3番人気）
3連複票数 計 598716 的中 ��� 2832（62番人気）
3連単票数 計1015171 的中 ��� 509（540番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイビジョン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．2 京都3着

2010．3．23生 牡4鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 11戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 デルマダイコク号の騎手小崎綾也は，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：1番）

サウスマキシム号の騎手柴田善臣は，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。
トウカイビジョン号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ヒカリマサムネ号の騎手川須栄彦は，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。

※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。
（非当選馬） 2頭 タイムアラウド号・ヒノデポベーダ号

14094 5月25日 晴 良 （26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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
2：24．6
2：22．1

良
良

610 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム B472－ 62：28．2 29．6�
23 クリサンセマム 牡6黒鹿57 吉田 隼人広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 474± 0 〃 クビ 1．8�
712� 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± 0 〃 アタマ 6．3�
59 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 82：28．41� 28．7�
58 マイネルイグアス 牡5青鹿57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 466＋10 〃 クビ 98．6	
35 ジャングルパサー 牡4鹿 57 丸田 恭介有限会社シルク高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 62：28．5クビ 13．3

713 スプリングパリオ 牡5鹿 57 津村 明秀加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 476± 0 〃 クビ 9．3�
22 � ラルプデュエズ 牡4黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B486－12 〃 ハナ 21．2�
815 スティルレーベン 牡4鹿 57 原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 472－ 62：28．81� 155．7
611 ジューヴルエール 牡4黒鹿57 松田 大作有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B480＋ 8 〃 ハナ 7．9�
11 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 村田 一誠大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 448＋ 42：29．01	 54．0�
46 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 高倉 稜猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502± 02：29．21� 45．5�
814 メ イ ラ ー ド 牡4栗 57 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 クビ 128．5�
34 ツクバインドラ 牡4鹿 57 黛 弘人荻原 昭二氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：30．05 40．2�
47 � シャイボーイ 牡5鹿 57 川須 栄彦松田 整二氏 日吉 正和 平取 びらとり牧場 480＋102：30．63	 126．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，541，800円 複勝： 53，425，700円 枠連： 14，860，200円
馬連： 52，651，900円 馬単： 38，306，000円 ワイド： 25，534，500円
3連複： 72，318，100円 3連単： 156，499，500円 計： 443，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 600円 � 110円 � 160円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 9，310円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，930円 �� 250円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 66，230円

票 数

単勝票数 計 295418 的中 � 7888（8番人気）
複勝票数 計 534257 的中 � 10713（11番人気）� 265592（1番人気）� 67545（2番人気）
枠連票数 計 148602 的中 （2－6） 18914（2番人気）
馬連票数 計 526519 的中 �� 11273（14番人気）
馬単票数 計 383060 的中 �� 3037（31番人気）
ワイド票数 計 255345 的中 �� 5399（14番人気）�� 1877（36番人気）�� 30804（1番人気）
3連複票数 計 723181 的中 ��� 7441（24番人気）
3連単票数 計1564995 的中 ��� 1744（186番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―11．8―12．4―13．2―12．5―12．3―12．6―12．7―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―36．4―48．8―1：02．0―1：14．5―1：26．8―1：39．4―1：52．1―2：04．2―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タカノハーバー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．10．21 新潟1着

2010．3．6生 牡4青鹿 母 チェリッシュレディ 母母 キュリオスレディー 7戦2勝 賞金 16，206，000円



14095 5月25日 晴 良 （26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，25．5．18以降26．5．18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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

23 セイコーライコウ 牡7鹿 55 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 496－ 2 55．3 6．3�
610 フォーエバーマーク 牝6鹿 55．5 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 516＋16 55．51� 3．1�
814 アースソニック 牡5鹿 57 田中 博康前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 488± 0 〃 クビ 7．6�
22 デュアルスウォード 牡6黒鹿55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478－14 55．71� 22．8�
11 アンゲネーム �6鹿 55 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 468－ 2 55．8� 14．5	
47 ブルーデジャブ �7芦 54 柴山 雄一 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 518－ 2 〃 ハナ 13．6

34 ニシオドリーム 牡6黒鹿53 川須 栄彦西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 510＋ 6 〃 ハナ 74．3�
611 サトノプレシャス 牡4栗 51 古川 吉洋里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B486－ 2 55．9� 6．5�
815 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 54 松田 大作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 512－ 2 〃 ハナ 23．8
58 ビラゴーティアラ 牝7鹿 51 木幡 初也三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 422－ 2 〃 アタマ 39．7�
59 スイートジュエリー 牝5黒鹿53 吉田 隼人下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B510＋ 8 56．0クビ 7．2�
35 トーセントレジャー 牡6鹿 52 中舘 英二島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B502＋ 2 56．42� 37．0�
46 グ レ カ ー レ 牝4鹿 49 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 440－ 2 〃 クビ 27．7�
712 リッカアリュール 牡8栗 48 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 B496± 0 56．5� 52．7�

（14頭）
713 バ ー バ ラ 牝5黒鹿53 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，286，600円 複勝： 67，516，600円 枠連： 32，915，900円
馬連： 145，310，600円 馬単： 81，280，400円 ワイド： 57，261，800円
3連複： 212，424，300円 3連単： 356，383，500円 計： 1，002，379，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 150円 � 240円 枠 連（2－6） 650円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 520円 �� 820円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 14，000円

票 数

単勝票数 差引計 492866（返還計 1022） 的中 � 62365（2番人気）
複勝票数 差引計 675166（返還計 1028） 的中 � 94733（2番人気）� 137116（1番人気）� 65800（4番人気）
枠連票数 差引計 329159（返還計 53） 的中 （2－6） 37829（1番人気）
馬連票数 差引計1453106（返還計 9594） 的中 �� 91734（1番人気）
馬単票数 差引計 812804（返還計 4885） 的中 �� 22643（4番人気）
ワイド票数 差引計 572618（返還計 3369） 的中 �� 28419（1番人気）�� 16880（7番人気）�� 21722（3番人気）
3連複票数 差引計2124243（返還計 25942） 的中 ��� 55433（2番人気）
3連単票数 差引計3563835（返還計 44398） 的中 ��� 18791（11番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．1―33．1―43．9

上り4F43．5－3F33．2
勝馬の
紹 介

セイコーライコウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．7．12 福島2着

2007．3．9生 牡7鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 22戦6勝 賞金 137，360，000円
〔出走取消〕 バーバラ号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 スイートジュエリー号の騎手吉田隼人は，競走後半での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出走取消馬 エイシンテキサス号（疾病〔左前球節炎〕のため）

14096 5月25日 晴 良 （26新潟1）第8日 第12競走 1，800�
し ろ う ま だ け

白 馬 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 スノーモンキー 牡4鹿 57 柴山 雄一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 01：52．4 9．4�
712 スターノエル 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 478－ 61：52．61� 5．6�
58 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 柴田 善臣�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 41：52．7� 7．4�
814� ミッキーマーチ �5栗 57 菱田 裕二野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B506＋ 21：52．8� 6．0�
47 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B496± 01：53．12 22．0	
35 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川須 栄彦杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 482± 01：53．2クビ 3．3

22 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 470－ 21：53．3� 18．3�
611 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 458＋ 4 〃 アタマ 29．7�
46 ゴーイングストーン 牡5栗 57 岩崎 翼林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 472± 01：53．4� 29．2
815 テラノコブラ 牡6栗 57 西田雄一郎寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 21：53．61� 108．5�
34 � シルクプラズマ 牡6黒鹿57 田中 博康有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 468＋121：53．81� 64．2�
59 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 高倉 稜武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 494＋ 61：54．11� 115．7�
23 � レ イ ア ロ ハ 牡4鹿 57 村田 一誠山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 498± 01：54．42 9．8�
713� メイショウオトコギ �5栗 57 丸田 恭介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 452－181：55．25 69．8�
610 ハギノコメント 牡5鹿 57 古川 吉洋日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 492＋ 21：57．0大差 18．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，623，600円 複勝： 48，618，300円 枠連： 20，366，800円
馬連： 75，331，700円 馬単： 43，682，700円 ワイド： 34，284，600円
3連複： 104，965，600円 3連単： 186，824，700円 計： 543，698，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 220円 � 250円 枠 連（1－7） 3，130円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 900円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 56，240円

票 数

単勝票数 計 296236 的中 � 25018（5番人気）
複勝票数 計 486183 的中 � 49111（5番人気）� 61614（3番人気）� 52492（4番人気）
枠連票数 計 203668 的中 （1－7） 4803（20番人気）
馬連票数 計 753317 的中 �� 16921（13番人気）
馬単票数 計 436827 的中 �� 4390（28番人気）
ワイド票数 計 342846 的中 �� 6769（13番人気）�� 9540（8番人気）�� 8937（9番人気）
3連複票数 計1049656 的中 ��� 10009（22番人気）
3連単票数 計1868247 的中 ��� 2452（156番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．9―12．3―12．2―12．5―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―49．3―1：01．6―1：13．8―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スノーモンキー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．1 中山3着

2010．5．2生 牡4鹿 母 スカラシップ 母母 パワフルレデイ 17戦3勝 賞金 40，428，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トニーポケット号

３レース目



（26新潟1）第8日 5月25日（日曜日） 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 180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

183，850，000円
5，360，000円
1，590，000円
16，580，000円
64，380，500円
5，436，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
258，282，100円
416，046，400円
154，447，600円
519，357，600円
327，670，300円
257，931，400円
752，306，200円
1，281，703，300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 3，967，744，900円

総入場人員 15，261名 （有料入場人員 13，195名）



平成26年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，392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 手 当

1，408，180，000円
2，080，000円
49，000，000円
12，940，000円
126，310，000円
499，334，500円
44，734，600円
13，363，200円

勝馬投票券売得金
1，853，026，900円
3，089，864，500円
1，130，583，500円
3，875，832，000円
2，448，977，900円
1，853，330，400円
5，540，949，700円
9，524，514，100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 29，317，079，000円

総入場延人員 103，604名 （有料入場延人員 90，530名）
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