
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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14001 4月29日 晴 良 （29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 7，800，000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

814 メイショウライナー 牡7鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 03：07．9 2．2�
34 ステージジャンプ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 504＋ 23：08．0� 21．4�
58 インパルスヒーロー 牡7鹿 60 石神 深一佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508－ 43：08．95 5．4�
11 ドンアルフォンス 牡5黒鹿60 白浜 雄造山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 466－103：09．0クビ 28．3�
610 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 498－123：10．610 14．3�
711 ベストサポーター 牡4青鹿59 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 520＋ 43：10．81� 6．3	
33 ラブリープラネット 牡6栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 494＋20 〃 アタマ 46．8

69 キングズオブザサン �6芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 470－163：11．97 7．1�
57 スリージェット 牡4栗 59 草野 太郎永井商事 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482± 0 〃 アタマ 26．1�
813 オビーディエント 牡8黒鹿60 小坂 忠士ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋ 43：12．11� 18．0�
45 チ ョ ン マ ゲ 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 444－ 23：12．52 54．4�
46 � クリノツネチャン 牝6栗 58 上野 翔栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 462＋ 43：14．110 86．0�
22 � クラウンコルデーロ 牡4青 59 高野 和馬矢野 恭裕氏 天間 昭一 平取 北島牧場 480－ 83：14．84 104．9�
712 ミッキーディンドン 牡4鹿 59 山本 康志野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492＋ 23：15．01� 114．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，886，500円 複勝： 17，002，200円 枠連： 9，888，900円
馬連： 24，541，300円 馬単： 15，612，500円 ワイド： 16，719，600円
3連複： 40，684，700円 3連単： 52，790，800円 計： 189，126，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 450円 � 170円 枠 連（3－8） 1，440円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 790円 �� 320円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 118865 的中 � 43195（1番人気）
複勝票数 計 170022 的中 � 52810（1番人気）� 6220（7番人気）� 24678（3番人気）
枠連票数 計 98889 的中 （3－8） 5316（7番人気）
馬連票数 計 245413 的中 �� 8493（9番人気）
馬単票数 計 156125 的中 �� 5452（7番人気）
ワイド票数 計 167196 的中 �� 5200（10番人気）�� 15184（2番人気）�� 2868（16番人気）
3連複票数 計 406847 的中 ��� 8915（9番人気）
3連単票数 計 527908 的中 ��� 2627（38番人気）
上り 1マイル 1：42．6 4F 49．5－3F 37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡7鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ラブリープラネット号の調教師五十嵐忠男は，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。

インパルスヒーロー号の騎手石神深一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ライムチェイサー号

14002 4月29日 晴 稍重 （29新潟1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

815 ショウナンナナイロ 牝3青鹿 54
52 △坂井 瑠星国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 436－ 61：56．8 5．6�

59 メイズオブオナー 牝3鹿 54 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 21：57．11� 1．8�
814 レッドエレノア 牝3青鹿54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 B522＋ 61：57．31� 3．3�
35 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 432± 01：57．51 12．2�
713 スカイリモーネ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 442＋ 21：58．77 125．5�
46 タイムレスタイム 牝3鹿 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：58．8クビ 44．6	
34 プロヴェルビオ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：59．43� 90．8

610 クリノアンヌ 牝3栃栗 54

52 △井上 敏樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 454－ 21：59．5クビ 61．2�
22 タガノワンハート 牝3鹿 54

52 △伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 八木牧場 404± 02：00．03 67．2�
611 セレッソプレミオ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 大平牧場 426＋ 2 〃 クビ 103．7
58 マサノカオリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 430± 02：00．31� 70．0�
47 セイウンハニー 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 458－ 8 〃 クビ 59．6�
11 トロイメライ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 62：00．4クビ 32．5�
712 ヒデノエーデル 牝3鹿 54 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 444－ 8 〃 アタマ 108．8�
23 イケジュンペガサス 牝3芦 54

53 ☆義 英真鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 470＋ 42：01．03� 80．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，522，800円 複勝： 23，194，200円 枠連： 10，882，600円
馬連： 31，261，800円 馬単： 19，005，100円 ワイド： 21，259，100円
3連複： 46，757，700円 3連単： 69，413，300円 計： 238，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（5－8） 180円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 140円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 165228 的中 � 23382（3番人気）
複勝票数 計 231942 的中 � 28422（3番人気）� 81050（1番人気）� 54706（2番人気）
枠連票数 計 108826 的中 （5－8） 44515（1番人気）
馬連票数 計 312618 的中 �� 34133（2番人気）
馬単票数 計 190051 的中 �� 7972（6番人気）
ワイド票数 計 212591 的中 �� 23506（2番人気）�� 13440（4番人気）�� 46522（1番人気）
3連複票数 計 467577 的中 ��� 72210（1番人気）
3連単票数 計 694133 的中 ��� 10515（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―50．8―1：03．8―1：16．7―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンナナイロ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．4．8 福島3着

2014．3．10生 牝3青鹿 母 ショウナンアピア 母母 ペ ラ ム ベ イ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 プロヴェルビオ号の騎手宮崎北斗は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7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 ブリシンガメン号

第１回 新潟競馬 第１日



14003 4月29日 曇 稍重 （29新潟1）第1日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 バナナボート 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 418－ 41：13．1 2．6�

610 ロードコメット �3栗 56
53 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 500＋121：13．52� 9．9�

712 アグリツーリスモ 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470＋ 41：13．71 5．0�

59 ダンツプロシード 牡3栗 56 森 一馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：13．91� 29．2�
58 レディーフランソワ 牝3鹿 54 杉原 誠人植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 490＋ 21：14．11� 97．0	
46 ビップディオス 牡3栗 56 藤懸 貴志鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 488－121：15．05 12．7

713 ロ ー ブ 牝3栗 54

52 △木幡 初也�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 454－ 41：15．32 10．7�
11 ハクユウマックス 牡3栗 56

54 △伴 啓太 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 498± 01：15．5� 6．4�
23 フレンドリーナイト 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 462－ 6 〃 クビ 189．1
815 トーヨーエース 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：15．6� 28．9�
22 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 502－ 21：16．13 35．2�
35 ブラストビート 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 504－ 21：16．31� 20．4�
34 セイユウダンサー 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 424－18 〃 クビ 101．3�
47 シャルムポワント 牝3芦 54 嶋田 純次岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 420－ 81：17．15 217．1�
611 ブルーベック 牡3栗 56 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 460－ 6 （競走中止） 12．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，341，400円 複勝： 25，182，800円 枠連： 10，875，400円
馬連： 31，761，000円 馬単： 17，800，200円 ワイド： 23，377，800円
3連複： 45，039，900円 3連単： 56，994，500円 計： 227，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 270円 � 150円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 600円 �� 290円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 9，270円

票 数

単勝票数 計 163414 的中 � 48703（1番人気）
複勝票数 計 251828 的中 � 64498（1番人気）� 16890（5番人気）� 43821（2番人気）
枠連票数 計 108754 的中 （6－8） 11927（2番人気）
馬連票数 計 317610 的中 �� 14515（4番人気）
馬単票数 計 178002 的中 �� 4937（6番人気）
ワイド票数 計 233778 的中 �� 9499（4番人気）�� 23167（1番人気）�� 6503（9番人気）
3連複票数 計 450399 的中 ��� 13027（3番人気）
3連単票数 計 569945 的中 ��� 4453（10番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．9―12．6―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．9―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バナナボート �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．8．20 新潟7着

2014．4．20生 牡3栗 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 13戦1勝 賞金 12，150，000円
〔競走中止〕 ブルーベック号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯断裂〕を発症したため3コーナーで競走中止。

14004 4月29日 曇 良 （29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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：06．0良

814 ツジスーパーサクラ 牝5芦 58 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 474－ 23：07．7 18．5�
711 サトノギャラント �8黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－ 83：07．91� 3．1�
11 アムールスキー 牡6鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 43：08．64 10．0�
46 メイショウオヤシオ �5栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 482＋ 23：08．81� 30．8�
34 シベリアンタイガー �6鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 478＋ 23：09．12 13．3�
610 スズカチャンプ 牡8鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 498＋ 83：09．2クビ 123．6	
33 トーアヒミコ 牝4黒鹿57 石神 深一高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 444－123：09．3� 19．8�
813 ウインセイヴィア 牡5栗 60 草野 太郎
ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 464－ 83：09．4� 41．9�
69 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 510± 03：09．71� 31．0
712 リバーソウル 牡6黒鹿60 中村 将之林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476＋ 23：10．12� 23．9�
22 プリンスダム 牡6黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 クビ 12．7�
58 ウインイルソーレ 牡6鹿 60 山本 康志
ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 510＋ 63：11．16 150．6�
57 	 エルインペレイター �7鹿 60 浜野谷憲尚
ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494＋ 43：21．3大差 55．8�
45 ダ ロ ー ネ ガ 牡8鹿 60 高田 潤 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 510－ 2 （競走中止） 2．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，954，100円 複勝： 21，519，300円 枠連： 11，762，800円
馬連： 30，134，700円 馬単： 18，077，100円 ワイド： 21，293，000円
3連複： 48，393，500円 3連単： 63，282，700円 計： 230，417，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 390円 � 150円 � 230円 枠 連（7－8） 1，740円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，510円 �� 640円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 103，800円

票 数

単勝票数 計 159541 的中 � 6863（6番人気）
複勝票数 計 215193 的中 � 11158（6番人気）� 47472（2番人気）� 23246（3番人気）
枠連票数 計 117628 的中 （7－8） 5218（7番人気）
馬連票数 計 301347 的中 �� 5639（16番人気）
馬単票数 計 180771 的中 �� 1480（32番人気）
ワイド票数 計 212930 的中 �� 3588（19番人気）�� 2097（29番人気）�� 8991（4番人気）
3連複票数 計 483935 的中 ��� 3374（34番人気）
3連単票数 計 632827 的中 ��� 442（307番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 49．3－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

ツジスーパーサクラ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 El Prado デビュー 2014．8．3 小倉4着

2012．4．3生 牝5芦 母 ヴ イ プ ラ ド 母母 Graceful Manor 障害：13戦2勝 賞金 30，000，000円
〔競走中止〕 ダローネガ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 アムールスキー号の騎手小野寺祐太は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

メイショウオヤシオ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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） 3頭 ビットアレグロ号・マジェスティハーツ号・ユウキビバワンダー号
（非抽選馬） 1頭 マイネルポルトゥス号



14005 4月29日 曇 良 （29新潟1）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

59 テーオービクトリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 460－ 61：35．1 3．4�
713 シャンティローザ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460＋141：35．31� 4．4�
47 	 ライズイーグル 牡3芦 56 中井 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 愛 Mr Mike

Ryan 504＋ 21：35．61
 30．1�
23 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 石橋 脩田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 452＋ 61：35．7
 48．6�
36 ミルキークォーツ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 3．9�
510 ジェルファルレイ 牝3鹿 54 水口 優也 	ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 462＋ 21：35．8クビ 46．0

714 ピンクガーベラ 牝3芦 54 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 4 〃 クビ 8．9�
24 ブルベアバイソン 牡3栗 56 丸山 元気 	ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 464＋ 2 〃 アタマ 6．4�
816 ワインアンドダイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 21：36．22� 88．1
35 アスタークライ 牡3栗 56

55 ☆義 英真加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム 446± 01：36．62� 36．0�

11 ロマンチックワーク 牝3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 61：37．02� 79．0�
48 スリーチャーム 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事	 柄崎 孝 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：37．1� 90．3�
612 ミスティクィーン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 378－ 21：37．31� 86．4�
12 ナムラマントル �3鹿 56

54 △坂井 瑠星奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 506 ―1：37．4� 128．3�
611 カガヤクミナノユメ �3栗 56 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 500 ―1：37．82� 58．5�
815 ウ ォ ル ト 牡3栗 56 北村 友一 �天羽治牧場 西園 正都 日高 天羽 禮治 554 ―1：38．22� 22．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，530，700円 複勝： 31，086，000円 枠連： 12，096，500円
馬連： 41，489，500円 馬単： 21，582，000円 ワイド： 28，265，600円
3連複： 54，228，800円 3連単： 70，355，600円 計： 281，634，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 690円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，740円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 20，140円

票 数

単勝票数 計 225307 的中 � 52296（1番人気）
複勝票数 計 310860 的中 � 63650（1番人気）� 51932（3番人気）� 8101（9番人気）
枠連票数 計 120965 的中 （5－7） 16928（2番人気）
馬連票数 計 414895 的中 �� 56924（1番人気）
馬単票数 計 215820 的中 �� 14155（1番人気）
ワイド票数 計 282656 的中 �� 25957（1番人気）�� 3881（14番人気）�� 2985（21番人気）
3連複票数 計 542288 的中 ��� 7289（13番人気）
3連単票数 計 703556 的中 ��� 2532（58番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―12．1―12．7―12．6―11．6―10．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．2―36．3―49．0―1：01．6―1：13．2―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．5
3 10，12（4，6）7（3，13）5，11（8，9，14）16（1，15）＝2 4 10，12（4，6）（3，7，13）（5，11）（8，9，14）16（1，15）－2

勝馬の
紹 介

テーオービクトリー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．27 京都7着

2014．3．23生 牝3鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ナムラマントル号の調教師五十嵐忠男は，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。

14006 4月29日 曇 良 （29新潟1）第1日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

610 ミルトプレスト 牡3鹿 56 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 496－ 42：01．5 12．9�
47 シ ン デ ン 牡3鹿 56 津村 明秀ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 466－ 2 〃 クビ 6．5�
713 ビップラフォーレ 牡3栃栗 56

54 △坂井 瑠星鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 436－ 6 〃 ハナ 4．5�
22 ライトオブピース 牡3鹿 56 石橋 脩前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 02：01．82 4．9�
34 アンフェインド 牡3鹿 56 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 02：02．11� 8．0�
815 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 496＋ 62：02．42 18．0�
712 ユキノエルドール 牡3栗 56 北村 友一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 4 〃 アタマ 47．9	
59 コスモノーズプレス 牡3栗 56 丸山 元気 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 22：02．71� 17．6�
58 サーストンファラオ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 菊沢 隆徳 浦河 田中スタッド 456－12 〃 クビ 119．1�
11 マイネルバローネ 牡3青鹿56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 宮内牧場 482± 02：03．12� 27．1�
611 ウインハイラント 牡3鹿 56 菱田 裕二ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 436－ 22：03．2� 4．7�
46 アルーリングデイズ �3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 
社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 4 〃 アタマ 16．8�

814 サンライズジャック 牡3芦 56
55 ☆加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464 ―2：03．52 141．4�

35 ブ レ ー メ ン 牝3芦 54 荻野 琢真
下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 458 ―2：03．6クビ 102．8�
23 ドゥエルインハート 牡3鹿 56 勝浦 正樹飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 472－ 22：03．7� 104．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，327，600円 複勝： 28，524，400円 枠連： 10，268，600円
馬連： 33，452，500円 馬単： 16，671，900円 ワイド： 24，029，100円
3連複： 49，595，100円 3連単： 55，465，600円 計： 237，334，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 440円 � 210円 � 190円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，620円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 54，560円

票 数

単勝票数 計 193276 的中 � 11957（6番人気）
複勝票数 計 285244 的中 � 13982（8番人気）� 36562（4番人気）� 43452（2番人気）
枠連票数 計 102686 的中 （4－6） 8684（2番人気）
馬連票数 計 334525 的中 �� 5016（22番人気）
馬単票数 計 166719 的中 �� 1080（52番人気）
ワイド票数 計 240291 的中 �� 4002（18番人気）�� 3737（21番人気）�� 9268（8番人気）
3連複票数 計 495951 的中 ��� 5306（17番人気）
3連単票数 計 554656 的中 ��� 737（195番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―12．8―12．6―12．3―12．4―11．9―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．3―48．1―1：00．7―1：13．0―1：25．4―1：37．3―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ミルトプレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．12．4 中山8着

2014．4．11生 牡3鹿 母 シアトルブリッジ 母母 ミヤシロオーバン 5戦1勝 賞金 5，750，000円



14007 4月29日 曇 稍重 （29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 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

35 トップライセンス 牝4青鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488－ 41：13．1 3．3�
610 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 434± 01：13．73� 11．3�
46 ハッピーロングラン 牝6鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－ 41：13．8クビ 21．1�
11 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 482＋ 4 〃 アタマ 29．3�
611 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 474－ 21：13．9� 25．8	
58 メランコリア 牝5栗 55

53 △井上 敏樹�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 480± 01：14．21� 23．6

34 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 472－ 21：14．41� 37．0�
23 レッドファーレン 牝5青鹿55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438± 01：14．5� 78．5�
22 � メイショウルナ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 496－ 81：14．6� 57．0
59 ティアップブロンド 牝5栗 55

53 △坂井 瑠星田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B510＋ 61：14．8� 2．9�
713 ペイシャオトメ 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B472－ 21：14．9� 25．9�
814 オメガハートソング 牝5青鹿55 石橋 脩原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 81：15．0� 5．0�
47 ワタシダイナマイト 牝5栗 55 丹内 祐次小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 480＋ 41：15．63� 111．0�
712� ピクシーカフェ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 436＋ 81：15．7クビ 137．3�
815 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55

53 △伴 啓太岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 410－ 41：16．02 19．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，237，600円 複勝： 24，450，900円 枠連： 11，381，300円
馬連： 35，181，600円 馬単： 18，496，400円 ワイド： 24，506，100円
3連複： 47，814，200円 3連単： 65，478，700円 計： 248，546，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 200円 � 260円 � 390円 枠 連（3－6） 1，230円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，650円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 11，660円 3 連 単 ��� 32，870円

票 数

単勝票数 計 212376 的中 � 50047（2番人気）
複勝票数 計 244509 的中 � 35696（2番人気）� 24813（4番人気）� 14570（5番人気）
枠連票数 計 113813 的中 （3－6） 7133（6番人気）
馬連票数 計 351816 的中 �� 10322（8番人気）
馬単票数 計 184964 的中 �� 3760（10番人気）
ワイド票数 計 245061 的中 �� 6144（10番人気）�� 3804（17番人気）�� 2896（27番人気）
3連複票数 計 478142 的中 ��� 3075（38番人気）
3連単票数 計 654787 的中 ��� 1444（85番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．0―12．6―12．4―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップライセンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 General Meeting デビュー 2015．9．21 中山1着

2013．2．11生 牝4青鹿 母 キャリアコレクション 母母 River of Stars 5戦2勝 賞金 14，500，000円
〔発走状況〕 ティアップブロンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

14008 4月29日 曇 稍重 （29新潟1）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 グランセノーテ 牡4栗 57 石橋 脩安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 526－ 41：55．3 5．2�
47 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 440－ 61：56．57 11．7�
712 ハギノグランコート 牡4栗 57 中井 裕二日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B516－ 41：56．6クビ 2．7�
22 � パラティーノ 牡8黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 522－121：56．81� 24．9�
11 リリーシューター 牡4鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498－ 4 〃 アタマ 15．2�
46 ファンドレイザー 	4鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 21：56．9クビ 19．4�
815 オカホンコー 牡6鹿 57 菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 494－ 41：57．0
 27．3	
34 デューズワイルズ 牡4黒鹿57 北村 友一 
キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464－ 21：57．21 9．8�
611� クリノロッキー 牡7栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 518± 01：57．3� 31．5�
713 セカンドエフォート 牡4青鹿 57

56 ☆加藤 祥太 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 492－ 21：57．51� 15．2
59 タイセイストーム 牡5青鹿57 勝浦 正樹田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 500＋ 41：57．6クビ 8．3�
23 エルメネジルド 牡5鹿 57

55 △坂井 瑠星飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：57．7� 23．3�
814 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 丹内 祐次国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 498＋ 8 〃 ハナ 44．8�
610� ビッグランチ 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 462－ 2 〃 アタマ 58．0�
35 マルカベッカム 牡4鹿 57

56 ☆義 英真日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 504＋121：58．87 125．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，250，500円 複勝： 27，527，200円 枠連： 14，521，400円
馬連： 36，208，900円 馬単： 18，774，000円 ワイド： 26，053，600円
3連複： 53，352，200円 3連単： 63，090，100円 計： 257，777，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 290円 � 150円 枠 連（4－5） 1，200円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 390円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計 182505 的中 � 28039（2番人気）
複勝票数 計 275272 的中 � 41041（2番人気）� 19643（6番人気）� 58153（1番人気）
枠連票数 計 145214 的中 （4－5） 9348（4番人気）
馬連票数 計 362089 的中 �� 8783（10番人気）
馬単票数 計 187740 的中 �� 2943（12番人気）
ワイド票数 計 260536 的中 �� 5860（10番人気）�� 18294（1番人気）�� 11080（4番人気）
3連複票数 計 533522 的中 ��� 10824（5番人気）
3連単票数 計 630901 的中 ��� 2064（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．3―50．8―1：04．0―1：16．6―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランセノーテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．1．9 京都6着

2013．5．4生 牡4栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 7戦2勝 賞金 14，320，000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 ダイメイホークス号・ナンベーサン号



14009 4月29日 曇 稍重 （29新潟1）第1日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 コパノマイケル 牡4栗 57
56 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B520＋101：12．7 2．1�

58 トウショウデュエル 牡5栗 57
55 △木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 524＋161：13．23 15．9�

35 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 472± 01：13．62� 7．4�
23 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 472－ 21：13．91	 52．6�
47 グランアラミス 
5栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B488－121：14．0クビ 17．1�
34 ドンボラーレ 牡4栗 57 吉田 隼人山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 2 〃 クビ 7．8	
610� ハナズウェポン 牡6栗 57

54 ▲横山 武史M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 484± 01：14．1クビ 122．2

46 サ マ ニ ー 牡4青鹿57 原田 和真井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B484± 01：14．41	 59．7�
815 ラスカルグレイ 
4芦 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド B476－10 〃 ハナ 11．4�
712 プラネットブルー 牡4栗 57

55 △井上 敏樹 �Gリビエール・
レーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 191．6

11 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 486－ 21：14．5� 4．4�
22 � ヤマタケジャイアン 
4芦 57 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B462－121：14．7	 120．4�
713 オレオールカフェ 牡4黒鹿57 横山 和生西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 452－ 61：15．23 71．9�
59 � ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 500－ 61：15．51	 118．9�
611� アイファーヴリル 牡4栗 57 菱田 裕二中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 452＋221：16．24 199．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，047，900円 複勝： 25，071，400円 枠連： 13，709，000円
馬連： 41，883，100円 馬単： 21，141，400円 ワイド： 23，675，000円
3連複： 48，718，300円 3連単： 74，183，000円 計： 268，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 310円 � 190円 枠 連（5－8） 1，340円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 640円 �� 370円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 200479 的中 � 75254（1番人気）
複勝票数 計 250714 的中 � 63066（1番人気）� 15933（7番人気）� 31225（4番人気）
枠連票数 計 137090 的中 （5－8） 7912（4番人気）
馬連票数 計 418831 的中 �� 16360（8番人気）
馬単票数 計 211414 的中 �� 6301（9番人気）
ワイド票数 計 236750 的中 �� 9371（8番人気）�� 18025（2番人気）�� 4155（16番人気）
3連複票数 計 487183 的中 ��� 10674（12番人気）
3連単票数 計 741830 的中 ��� 3593（41番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．6―12．5―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．5―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマイケル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．2．20 京都8着

2013．4．19生 牡4栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 8戦2勝 賞金 19，100，000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 パパラヴズマンボ号・ベルウッドタマド号

14010 4月29日 曇 良 （29新潟1）第1日 第10競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

815 カ レ ン 牝3栗 54 井上 敏樹�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 61：10．0 75．2�
24 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 426－ 81：10．1� 6．3�
816 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 474－ 21：10．2� 3．5�
23 ニシノヒナマツリ 牝3栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：10．3� 12．6�
12 	 アースミステリー 牡3栗 56 津村 明秀 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B458－ 61：10．51
 12．3	
47 スズカアカデミー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 480－ 2 〃 ハナ 7．8

714 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 54 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 462－ 41：10．71
 42．9�
35 ブリリアントアート 牝3黒鹿54 丹内 祐次山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 406＋10 〃 クビ 115．1�
59 スノードーナツ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 460± 01：10．8� 83．1
611 ザベストエバー 牡3黒鹿56 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 10．1�
510 ゲンパチケンシン 牡3芦 56 �島 克駿平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 462－ 4 〃 ハナ 3．6�
48 ニシノキララコ 牝3黒鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－10 〃 アタマ 53．4�
713 カシノロマンス 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 424＋ 41：10．9クビ 32．4�
612 ミルトプリンス 牡3鹿 56 加藤 祥太永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 432－ 21：11．11
 89．9�
36 ヴァルツァー 牝3栗 54 木幡 初也中村 祐子氏 小島 茂之 様似 様似堀牧場 414＋101：11．2� 41．0�
11 キャラメルフレンチ 牝3栗 54 嶋田 純次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 440－101：11．41� 119．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，267，900円 複勝： 37，280，000円 枠連： 17，729，200円
馬連： 60，951，600円 馬単： 29，689，100円 ワイド： 36，992，200円
3連複： 80，191，200円 3連単： 113，069，100円 計： 402，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，520円 複 勝 � 1，720円 � 210円 � 160円 枠 連（2－8） 950円

馬 連 �� 30，750円 馬 単 �� 83，700円

ワ イ ド �� 7，380円 �� 4，750円 �� 540円

3 連 複 ��� 40，330円 3 連 単 ��� 414，010円

票 数

単勝票数 計 262679 的中 � 2793（12番人気）
複勝票数 計 372800 的中 � 3943（13番人気）� 47866（3番人気）� 78279（1番人気）
枠連票数 計 177292 的中 （2－8） 14438（3番人気）
馬連票数 計 609516 的中 �� 1536（58番人気）
馬単票数 計 296891 的中 �� 266（131番人気）
ワイド票数 計 369922 的中 �� 1229（59番人気）�� 1919（42番人気）�� 19203（3番人気）
3連複票数 計 801912 的中 ��� 1491（101番人気）
3連単票数 計1130691 的中 ��� 198（855番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．0―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．7―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ ン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．8．20 新潟6着

2014．4．3生 牝3栗 母 ヴェルナッツァ 母母 Fall Fashion 8戦2勝 賞金 16，128，000円
〔発走状況〕 ザベストエバー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 ウランゲル号



14011 4月29日 曇 良 （29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，28．4．30以降29．4．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

714 ラインミーティア 牡7鹿 55 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 472－ 8 54．5 5．8�
12 グラミスキャッスル 牝4鹿 53 石橋 脩飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 464－ 2 〃 ハナ 12．2�
48 グランシェリー 牝6芦 54 加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 518－ 4 〃 クビ 7．6�
815� ライトフェアリー 牝5鹿 53 丸田 恭介和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B492＋ 6 54．6クビ 3．5�
816 グランデサムライ 牡5青鹿53 吉田 隼人 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 466－ 4 54．81 16．5�
47 ミキノドラマー 牡4鹿 54 丸山 元気谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 480＋ 2 〃 クビ 46．7	
611 ウエスタンユーノー 牝6芦 53 菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 496＋ 6 〃 クビ 46．2

59 スペチアーレ 牝5鹿 53 津村 明秀青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484＋ 8 54．9� 12．4�
23 ラホーヤビーチ 牝5青鹿51 井上 敏樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 476＋ 4 55．0� 39．3�
24 ゼットフーリ 牝4鹿 52 	島 克駿フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B484± 0 〃 クビ 72．8�
713 レヴァンタール 
8鹿 51 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450－ 2 55．1クビ 28．6�
510 テイエムシャンパン 牡5芦 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 492＋ 2 〃 ハナ 17．0�
11 ダノンアイリス 牝4青鹿53 勝浦 正樹�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 アタマ 7．7�
35 デンコウヒノマル 牡6栗 53 坂井 瑠星田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 486＋ 2 55．31� 55．6�
36 メ ジ ェ ル ダ 牝4鹿 52 横山 武史ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 446＋ 2 55．4� 32．8�
612 コンテッサトゥーレ 牝5鹿 55 北村 友一 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B452－ 2 56．14 10．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，593，100円 複勝： 60，577，300円 枠連： 47，564，400円
馬連： 158，590，300円 馬単： 65，997，200円 ワイド： 76，915，800円
3連複： 242，444，800円 3連単： 304，547，100円 計： 1，002，230，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 390円 � 250円 枠 連（1－7） 1，350円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 830円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 53，290円

票 数

単勝票数 計 455931 的中 � 62597（2番人気）
複勝票数 計 605773 的中 � 91360（2番人気）� 35698（7番人気）� 62957（3番人気）
枠連票数 計 475644 的中 （1－7） 27201（5番人気）
馬連票数 計1585903 的中 �� 29806（17番人気）
馬単票数 計 659972 的中 �� 6137（33番人気）
ワイド票数 計 769158 的中 �� 14696（14番人気）�� 24514（4番人気）�� 12407（20番人気）
3連複票数 計2424448 的中 ��� 19757（26番人気）
3連単票数 計3045471 的中 ��� 4143（166番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．6―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．0―32．6―43．1

上り4F42．7－3F32．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインミーティア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．2．26生 牡7鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ 33戦4勝 賞金 77，589，000円
〔制裁〕 レヴァンタール号の騎手黛弘人は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サビーナクレスタ号・ハイマウンテン号

14012 4月29日 雨 良 （29新潟1）第1日 第12競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 ブライトボイス 牡5栗 57 吉田 隼人宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 500－ 21：46．3 5．3�
11 � ミスズダンディー 牡5鹿 57 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 466＋ 21：46．61� 8．9�
59 ア ク ー ト 牡4鹿 57 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 3．9�
46 � フィールドシャルム 牡4鹿 57 横山 和生岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 486－101：47．13 73．0�
58 トーセンカナロア 牡5鹿 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：47．2� 20．2	
611 ラッシュアタック 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 502± 01：47．3	 12．2

22 グランノーブル 牡4鹿 57 北村 友一三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492± 0 〃 クビ 14．9�
47 コメットシーカー 牡7鹿 57 
島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 7．4�
815 ラスイエットロス 牝4鹿 55 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 41：47．61� 36．3�
610 キングナポレオン �6黒鹿57 坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 41：47．7	 8．6�
814 トゥルーハート 牡4黒鹿57 津村 明秀 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 458＋ 21：47．91 26．2�
713 ダンガンコゾウ 牡5栗 57 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：48．43 113．7�
35 ジェムラッシュ 牡4栗 57 杉原 誠人西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 536－121：48．61� 123．5�
34 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 432－ 21：49．02	 7．2�
712 インペラトーレ 牡4鹿 57 小崎 綾也吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 450－ 41：49．85 59．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，739，300円 複勝： 44，058，400円 枠連： 21，710，100円
馬連： 81，747，400円 馬単： 35，994，800円 ワイド： 45，847，300円
3連複： 111，840，700円 3連単： 152，757，500円 計： 523，695，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 250円 � 180円 枠 連（1－2） 1，380円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 820円 �� 610円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 297393 的中 � 44464（2番人気）
複勝票数 計 440584 的中 � 72171（1番人気）� 40637（6番人気）� 66229（2番人気）
枠連票数 計 217101 的中 （1－2） 12188（6番人気）
馬連票数 計 817474 的中 �� 27107（8番人気）
馬単票数 計 359948 的中 �� 6805（10番人気）
ワイド票数 計 458473 的中 �� 14110（8番人気）�� 19733（3番人気）�� 13800（9番人気）
3連複票数 計1118407 的中 ��� 20161（7番人気）
3連単票数 計1527575 的中 ��� 4526（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―12．0―12．0―12．0―11．8―10．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．2―47．2―59．2―1：11．2―1：23．0―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトボイス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．7．5 中京6着

2012．3．27生 牡5栗 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 29戦2勝 賞金 36，811，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29新潟1）第1日 4月29日 （祝日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

189，030，000円
1，270，000円
10，900，000円
1，610，000円
20，880，000円
71，681，000円
6，335，600円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
263，699，400円
365，474，100円
192，390，200円
607，203，700円
298，841，700円
368，934，200円
869，061，100円
1，141，428，000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 4，107，032，400円

総入場人員 12，272名 （有料入場人員 11，054名）
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