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14049 5月13日 雨 稍重 （29新潟1）第5日 第1競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （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700万円毎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3：34．4良

46 ハギノパトリオット �5黒鹿61 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 460－ 23：35．9 1．7�
57 ダノンゴールド �8黒鹿62 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B538＋ 23：36．22 7．4�
711 グッドスカイ 牝4黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 472＋12 〃 ハナ 8．3�
33 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 482＋ 63：36．83� 18．8�
34 � コ ン コ ー ド 牡5鹿 61 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 528＋ 63：37．22� 5．6	
45 ルグランシェクル 牡4黒鹿59 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 456± 03：37．52 151．2

712 シゲルナガイワシ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 458± 0 〃 ハナ 32．8�
58 ポセイドンバローズ 牡7栗 60 小坂 忠士猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 478－ 63：37．6クビ 46．5�
22 レッドヴィーヴォ �7黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460± 03：38．02� 102．3
814 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 476＋ 2 〃 クビ 32．4�
69 メイショウルンバ 牝6栗 58 黒岩 悠松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 492＋103：40．1大差 32．9�
813 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 496± 03：40．42 129．7�
11 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿59 高田 潤近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 474＋ 63：40．93 49．5�
610 コージェント 牡4鹿 59 浜野谷憲尚水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 538－ 23：42．6大差 20．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，282，500円 複勝： 17，903，600円 枠連： 7，154，900円
馬連： 21，037，900円 馬単： 12，114，600円 ワイド： 15，496，700円
3連複： 37，433，300円 3連単： 48，986，000円 計： 170，409，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 260円 �� 380円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 102825 的中 � 46090（1番人気）
複勝票数 計 179036 的中 � 72194（1番人気）� 22930（3番人気）� 18432（4番人気）
枠連票数 計 71549 的中 （4－5） 11072（2番人気）
馬連票数 計 210379 的中 �� 30674（1番人気）
馬単票数 計 121146 的中 �� 11886（1番人気）
ワイド票数 計 154967 的中 �� 17107（2番人気）�� 10358（3番人気）�� 6061（5番人気）
3連複票数 計 374333 的中 ��� 22170（2番人気）
3連単票数 計 489860 的中 ��� 10248（3番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．9－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノパトリオット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．10．26 京都8着

2012．3．20生 �5黒鹿 母 エリモファイナル 母母 エリモセントラル 障害：7戦3勝 賞金 43，650，000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） 2頭 アムールスキー号・セイクリッドロード号
（非抽選馬） 3頭 クラウンフレイム号・クリノキングムーン号・マイネルゼーラフ号

14050 5月13日 雨 稍重 （29新潟1）第5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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 テ ィ ー コ ア 牡3栗 56
55 ☆�島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B492－ 41：55．7 6．2�

611 メイショウハチク 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 458－ 2 〃 クビ 6．3�

35 ダンツブレーブ 牡3芦 56
53 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 452－ 61：56．23 2．8�

815 ウインコーラル 牡3栗 56
54 △木幡 初也�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 480± 01：57．810 10．3�

58 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56
55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 6．8	

11 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 430＋ 81：57．9� 64．7


46 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56 森 一馬�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 470＋ 21：58．0クビ 114．7�
34 ホウオウステップ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 アタマ 10．6�
59 メイショウレーベン 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹松本 好氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 446－ 81：58．1� 197．0�
47 アポロストロング 牡3栗 56 原田 和真アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 今野 活博 492＋101：58．2クビ 14．7�
814 ストリートスマート 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 478－ 61：58．52 18．6�
23 トーホウケタール 牡3鹿 56

54 △城戸 義政東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 474－ 21：58．6クビ 240．9�
22 ヴェストリス 牡3鹿 56 藤懸 貴志�G1レーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 506＋ 21：58．81� 33．9�
713 カフェガーネット 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 460＋ 61：58．9� 18．9�
712 カジノシップ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也窪田 康志氏 奥村 武 新冠 小泉 学 520－ 61：59．0� 115．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，983，400円 複勝： 22，003，200円 枠連： 8，637，000円
馬連： 26，042，800円 馬単： 13，609，600円 ワイド： 18，300，500円
3連複： 37，168，500円 3連単： 41，534，500円 計： 180，279，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 180円 � 140円 枠 連（6－6） 2，330円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 730円 �� 460円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計 129834 的中 � 16649（2番人気）
複勝票数 計 220032 的中 � 25617（4番人気）� 29327（3番人気）� 49410（1番人気）
枠連票数 計 86370 的中 （6－6） 2866（10番人気）
馬連票数 計 260428 的中 �� 9328（8番人気）
馬単票数 計 136096 的中 �� 3017（9番人気）
ワイド票数 計 183005 的中 �� 6040（8番人気）�� 10092（3番人気）�� 13895（1番人気）
3連複票数 計 371685 的中 ��� 13711（2番人気）
3連単票数 計 415345 的中 ��� 1961（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．4―51．1―1：04．3―1：17．1―1：29．9―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ー コ ア �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．10．15 東京8着

2014．5．15生 牡3栗 母 ナムラメロディー 母母 ケイジヨイナー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カンパニリズモ号

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月13日 雨 稍重 （29新潟1）第5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）

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

11 セローフォース 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 502＋ 61：13．2 14．5�
59 コンピレーション 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－101：13．73 3．6�
713 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B490－ 21：13．91� 4．0�
712 トミケンスーペル 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也冨樫 賢二氏 竹内 正洋 日高 株式会社
RUMIファーム 412－ 2 〃 アタマ 21．3�

58 ショウブノセック 牡3栗 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 464＋ 21：14．32� 5．6	
610 カゼノアスリート 牡3栗 56

54 △井上 敏樹深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 410－ 61：14．4� 72．7

22 ディスカバー 牡3鹿 56 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454－ 41：14．61 12．5�
46 シゲルシャチ 牡3栗 56 吉田 隼人森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 B466－ 4 〃 アタマ 4．8�
611 モーリーファ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 468± 01：15．02� 26．9
23 ペイシャラジョワ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 青木 孝文 新ひだか 友田牧場 448－121：15．21� 259．9�
34 メ グ ミ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム B468± 01：15．3� 145．4�
35 バンダイクブラウン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 450－101：15．51� 22．5�
815 ヴァーナルデイズ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング 492＋ 21：15．71� 44．6�

47 コロモホステフ 牝3鹿 54 伊藤 工真内田 玄祥氏 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454 ―1：17．4大差 168．0�

814 ハッピーサンディー 牝3栗 54
51 ▲横山 武史 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋ 21：18．14 68．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，632，000円 複勝： 26，131，200円 枠連： 7，603，300円
馬連： 27，423，900円 馬単： 14，056，800円 ワイド： 18，587，400円
3連複： 39，015，800円 3連単： 44，567，300円 計： 193，017，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 340円 � 140円 � 160円 枠 連（1－5） 1，690円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 43，020円

票 数

単勝票数 計 156320 的中 � 8570（6番人気）
複勝票数 計 261312 的中 � 13868（7番人気）� 60737（1番人気）� 46480（2番人気）
枠連票数 計 76033 的中 （1－5） 3473（6番人気）
馬連票数 計 274239 的中 �� 6106（13番人気）
馬単票数 計 140568 的中 �� 1436（31番人気）
ワイド票数 計 185874 的中 �� 3385（19番人気）�� 4436（12番人気）�� 8921（4番人気）
3連複票数 計 390158 的中 ��� 5173（18番人気）
3連単票数 計 445673 的中 ��� 751（147番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．7―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―47．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セローフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．16 中京13着

2014．2．27生 牡3鹿 母 テンザンオトヒメ 母母 パパラッシオ 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 トミケンスーペル号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・9

番）
トミケンスーペル号の騎手木幡巧也は，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：8番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロモホステフ号・ハッピーサンディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年
6月13日まで平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュライエンシチー号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタイガー号

14052 5月13日 雨 稍重 （29新潟1）第5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（番組第1競走を順序変更） （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

66 マックスドリーム �10青鹿60 平沢 健治山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 536－183：10．2 7．6�
11 � ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 500－ 43：10．52 6．6�
67 � クラウンドリーム 牡4芦 59 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 484＋ 23：10．6クビ 3．5�
811 レッドルーラー 牡7鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500± 03：11．34 5．7�
22 リミットブレイク �5鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516－103：11．51 35．1	
55 クラシックマーク 牝6栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 448＋ 43：12．35 9．3

810 クランモンタナ 牡8芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480± 03：13．25 3．5�
44 � キ ヨ マ サ 牡5黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 488＋ 8 〃 アタマ 15．8�
33 アルファヴィル 牡4芦 59 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456－ 63：15．0大差 103．1
78 サビーナクレスタ �6鹿 60 草野 太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 498－ 43：17．1大差 72．9�
79 スリーデーモン 牡7青鹿60 大庭 和弥永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 532＋ 83：18．59 85．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 12，317，100円 複勝： 15，748，800円 枠連： 8，047，500円
馬連： 20，723，200円 馬単： 12，658，300円 ワイド： 13，671，500円
3連複： 33，306，100円 3連単： 48，569，000円 計： 165，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（1－6） 790円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 750円 �� 580円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 123171 的中 � 12931（5番人気）
複勝票数 計 157488 的中 � 18435（4番人気）� 23433（2番人気）� 45867（1番人気）
枠連票数 計 80475 的中 （1－6） 7863（2番人気）
馬連票数 計 207232 的中 �� 8654（10番人気）
馬単票数 計 126583 的中 �� 2374（21番人気）
ワイド票数 計 136715 的中 �� 4405（11番人気）�� 5880（8番人気）�� 11304（1番人気）
3連複票数 計 333061 的中 ��� 12890（5番人気）
3連単票数 計 485690 的中 ��� 2648（48番人気）
上り 1マイル 1：43．2 4F 50．8－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マックスドリーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2010．2．7 京都5着

2007．5．24生 �10青鹿 母 ドリーミングレイナ 母母 エ ル レ イ ナ 障害：3戦1勝 賞金 10，600，000円



14053 5月13日 雨 稍重 （29新潟1）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 レーヌジャルダン 牝3鹿 54 津村 明秀 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 440－ 21：48．8 2．1�
612 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 422± 0 〃 クビ 9．9�
816 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 柴山 雄一�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 422－ 41：48．9クビ 11．8�
611 グラニーズチップス 牝3芦 54 北村 友一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋12 〃 アタマ 4．1�
11 ピオニームーン 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 470± 01：49．11� 28．7	
35 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 横山 和生寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 456＋ 81：49．2� 6．1

510 モ ー ヴ 牝3青鹿54 秋山真一郎原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 420－ 21：49．3クビ 47．5�
59 ライブリハナメ 牝3鹿 54 勝浦 正樹加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 442－ 4 〃 クビ 129．9�
36 ウインラヴィベル 牝3栗 54 菱田 裕二�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 398＋ 61：49．4クビ 74．2
815 プラスドピラミッド 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 442 ―1：49．93 95．8�
12 ブラックナイル 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 494 ― 〃 ハナ 16．7�
23 リリーハッピー 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治土井 孝夫氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－141：50．43 119．9�
714 スペシャルタレント 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 474＋ 8 〃 ハナ 59．9�
48 ネーベルホルン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：51．03� 52．7�
24 サンエルパソ 牝3鹿 54 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 賀張中川牧場 418＋ 41：51．74 139．8�
713 マリノレイラ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 466＋ 61：52．12� 204．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，689，700円 複勝： 25，948，400円 枠連： 9，223，200円
馬連： 27，749，800円 馬単： 16，484，400円 ワイド： 22，295，000円
3連複： 43，800，000円 3連単： 57，665，600円 計： 220，856，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 210円 � 270円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 520円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 176897 的中 � 65447（1番人気）
複勝票数 計 259484 的中 � 72239（1番人気）� 27446（4番人気）� 19318（5番人気）
枠連票数 計 92232 的中 （4－6） 21602（1番人気）
馬連票数 計 277498 的中 �� 21089（3番人気）
馬単票数 計 164844 的中 �� 9301（4番人気）
ワイド票数 計 222950 的中 �� 17438（3番人気）�� 10879（5番人気）�� 5118（13番人気）
3連複票数 計 438000 的中 ��� 11238（8番人気）
3連単票数 計 576656 的中 ��� 3973（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．4―47．9―1：00．5―1：13．3―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌジャルダン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．4 東京3着

2014．4．18生 牝3鹿 母 クィーンスプマンテ 母母 センボンザクラ 3戦1勝 賞金 7，800，000円

14054 5月13日 曇 稍重 （29新潟1）第5日 第6競走 ��2，400�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
2：24．6
2：22．1

良
良

12 ヴァントシルム 牡3鹿 56 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 42：28．6 2．3�
35 スプリングボックス 牡3黒鹿56 北村 友一�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 480＋ 62：28．91� 8．5�
23 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 菱田 裕二鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 490－ 22：29．32� 13．1�
47 マイネルハレオ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 426＋ 82：29．62 20．3	
36 ニホンピロワールド 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448± 02：29．7� 14．4

816 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 514－ 2 〃 ハナ 3．6�
611 アーネストホープ 牡3栗 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 484－ 82：29．8クビ 20．9�
510 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B470－102：30．11� 7．6
714 テイエムナナフク 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 470＋ 62：30．31� 204．6�
815 タイセイキーマン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 492± 02：31．36 130．3�
48 ゼットディーン 牡3青鹿 56

55 ☆	島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 486± 02：31．51� 137．0�
24 クリノカエサル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 木村牧場 488± 02：31．6� 274．3�
713 ダブルディライト 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹山口 正行氏 武市 康男 新冠 小泉牧場 466－ 22：31．81� 90．5�
612 スムーズジャズ 牡3黒鹿56 黛 弘人 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 追分ファーム 494－ 62：33．39 78．7�
11 ディープサミット 牡3栗 56

53 ▲横山 武史深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 400－ 42：34．36 293．7�
59 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 462－ 22：36．7大差 169．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，116，900円 複勝： 17，639，100円 枠連： 7，314，700円
馬連： 25，789，500円 馬単： 14，488，400円 ワイド： 18，462，000円
3連複： 36，631，300円 3連単： 48，916，200円 計： 185，358，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 � 230円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 350円 �� 550円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 161169 的中 � 55068（1番人気）
複勝票数 計 176391 的中 � 40648（1番人気）� 22048（3番人気）� 16903（5番人気）
枠連票数 計 73147 的中 （1－3） 8619（2番人気）
馬連票数 計 257895 的中 �� 18773（2番人気）
馬単票数 計 144884 的中 �� 6853（4番人気）
ワイド票数 計 184620 的中 �� 14567（2番人気）�� 8550（5番人気）�� 4749（12番人気）
3連複票数 計 366313 的中 ��� 10234（7番人気）
3連単票数 計 489162 的中 ��� 3928（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．5―13．0―13．0―12．8―12．5―12．2―11．5―12．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―36．1―48．6―1：01．6―1：14．6―1：27．4―1：39．9―1：52．1―2：03．6―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァントシルム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神7着

2014．5．11生 牡3鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープサミット号・サンライズジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月13日まで平地競走に出走できない。



14055 5月13日 曇 稍重 （29新潟1）第5日 第7競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

35 セータコローナ 牝4鹿 55 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496＋ 21：54．9 6．1�
23 ダンツチェック 牝4鹿 55 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 500± 0 〃 クビ 15．2�
11 デアリングエッジ 牝4栗 55 古川 吉洋 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 434－ 81：55．22 20．5�
58 ポ ロ ス 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 458＋ 8 〃 アタマ 301．3�
814� カラフルマーメイド 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 470＋ 21：55．41� 83．2	
46 メイショウナゴミ 牝5青鹿 55

53 △坂井 瑠星松本 好
氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 466＋ 81：55．61� 9．7�
713 スプリングキャロル 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422± 01：55．8� 15．7�
815 エ レ ー デ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 61：56．65 27．9

59 � サンレイフレンチ 牝6栗 55
53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 428± 01：56．81� 238．8�

47 ドゥリーミン 牝4黒鹿55 柴山 雄一菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454－ 81：57．22	 15．5�
610 オースミハナチャン 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 476－14 〃 クビ 12．3�
22 ア ウ ア ウ 牝4鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 504－ 41：57．41 27．8�
712 ライムチャン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム B474＋ 41：57．93 1．9�
34 コウギョウマシェリ 牝4鹿 55 原田 和真菊地 捷士氏 伊藤 大士 浦河 村下 清志 502＋141：59．07 18．5�
611 ディオーサシチー 牝7鹿 55 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 B472＋ 51：59．74 156．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，738，500円 複勝： 22，297，800円 枠連： 9，024，400円
馬連： 31，044，400円 馬単： 16，681，300円 ワイド： 22，213，800円
3連複： 43，103，400円 3連単： 57，006，200円 計： 221，109，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 450円 � 570円 枠 連（2－3） 1，980円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，930円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 11，710円 3 連 単 ��� 54，450円

票 数

単勝票数 計 197385 的中 � 25513（2番人気）
複勝票数 計 222978 的中 � 26379（2番人気）� 12536（7番人気）� 9475（9番人気）
枠連票数 計 90244 的中 （2－3） 3519（9番人気）
馬連票数 計 310444 的中 �� 6365（13番人気）
馬単票数 計 166813 的中 �� 1732（23番人気）
ワイド票数 計 222138 的中 �� 4795（12番人気）�� 2922（24番人気）�� 3934（17番人気）
3連複票数 計 431034 的中 ��� 2760（43番人気）
3連単票数 計 570062 的中 ��� 759（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．1―49．4―1：01．9―1：14．6―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．3
1
3
5（10，15）12，11，1（6，7）－（2，4）－（3，13）（8，14）－9・（5，10）（12，7）（1，15）6，13（4，14）（2，11）3（8，9）

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

勝馬の
紹 介

セータコローナ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2015．10．25 京都10着

2013．2．5生 牝4鹿 母 シーエスシルク 母母 Remember the Day 12戦2勝 賞金 21，200，000円
〔制裁〕 エレーデ号の騎手岩崎翼は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・10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。
（非当選馬） 1頭 コウセイマユヒメ号
（非抽選馬） 1頭 メープルフレイバー号

14056 5月13日 曇 稍重 （29新潟1）第5日 第8競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

611 チェイスダウン 牡4鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 474＋ 21：12．1 2．6�
59 �	 ツインプラネット 
7鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

506＋ 21：12．2� 32．7�
47 � アヴェーヌモン 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 534－141：12．3クビ 43．6�

34 セレノグラフィー 
4黒鹿57 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492＋ 21：12．62 8．1�
35 � スペードクイーン 牝4栗 55 北村 友一吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 466－ 21：12．81� 12．1�
713 スズカプリズム 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 470－ 21：12．9� 12．6�
814 サウスリバティー 牡5栗 57

56 ☆島 克駿南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 468± 0 〃 クビ 35．8	
712 ビリケンラッシュ 
4鹿 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス
 高橋 亮 浦河 谷川牧場 482－201：13．11� 52．8�
11 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 528＋ 4 〃 クビ 7．5�
46 ヴェイルドスケール 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子 社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 522＋ 21：13．41� 23．4�
58 	 エスプリベルテ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 498－ 2 〃 同着 204．5�
610� エイシンヒマワリ 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星
栄進堂 今野 貞一 米 Michael Jawl 502－ 21：13．71� 4．0�
22 	 ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 B512－121：14．23 95．0�
23 	 ニシノアンジュ 牝5栗 55

53 △伴 啓太西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 458＋ 21：15．05 91．4�
815	 シャインスプライト 牡4鹿 57

55 △城戸 義政布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 524－ 61：15．53 25．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，771，000円 複勝： 29，039，700円 枠連： 12，285，000円
馬連： 35，048，000円 馬単： 16，564，000円 ワイド： 24，356，200円
3連複： 49，184，200円 3連単： 62，207，700円 計： 247，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 870円 � 1，030円 枠 連（5－6） 3，220円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 2，750円 �� 15，880円

3 連 複 ��� 65，980円 3 連 単 ��� 196，080円

票 数

単勝票数 計 187710 的中 � 57189（1番人気）
複勝票数 計 290397 的中 � 69909（1番人気）� 6966（10番人気）� 5805（12番人気）
枠連票数 計 122850 的中 （5－6） 2949（11番人気）
馬連票数 計 350480 的中 �� 4436（21番人気）
馬単票数 計 165640 的中 �� 1025（42番人気）
ワイド票数 計 243562 的中 �� 2892（23番人気）�� 2299（29番人気）�� 389（80番人気）
3連複票数 計 491842 的中 ��� 559（146番人気）
3連単票数 計 622077 的中 ��� 230（514番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．2―12．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 7，9，10（4，5）（14，15）1，11，8，13－（2，12）－（3，6） 4 ・（7，9）（4，5，10）（1，14）（15，11）8（13，12）2－6，3

勝馬の
紹 介

チェイスダウン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．22 札幌7着

2013．3．7生 牡4鹿 母 ジニオマッジョーレ 母母 ミ ス キ 15戦2勝 賞金 31，900，000円
〔制裁〕 エスプリベルテ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年5月20日から平成29年

6月4日まで騎乗停止。（被害馬：13番）
トウショウデュエル号の騎手木幡初也は，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。

※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 ティアップサンダー号・フジワンエンジェル号



14057 5月13日 曇 稍重 （29新潟1）第5日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

12 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 21：21．9 1．8�

35 バ リ ス 牡6栗 57 柴山 雄一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 494± 0 〃 クビ 10．7�
59 � ウォークロニクル 牝5青鹿 55

53 △木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 13．0�
612 エイブルボス 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 470± 01：22．43 36．2�
713 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 57

55 △坂井 瑠星永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494－ 21：22．5� 4．5�
11 サトノマイヒメ 牝4栗 55 津村 明秀里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－121：22．81� 20．1	
714� ツインフルムーン 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 454± 0 〃 クビ 115．8

24 マコトルーメン 牡4鹿 57 古川 吉洋�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 482－ 21：22．9クビ 23．1�
611 ウェーニーウィキー 牝4栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 488＋ 41：23．0� 59．4
510 ティーエスバラ 牡5鹿 57

54 ▲川又 賢治田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516＋ 21：23．2� 34．4�
48 ボーアムルーズ 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 服部 牧場 484＋10 〃 アタマ 188．9�
816 アブソリュカフェ 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B480－ 21：23．3� 216．4�
36 ナタリーバローズ 牝4鹿 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 454－101：23．4� 14．3�
47 ダイワプロパー 牝5栗 55 吉田 隼人大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 496± 0 〃 クビ 21．0�
23 グランプリアクセル 牡4鹿 57 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B476－ 61：23．93 96．4�
815 カレンヴィットリア 牡6黒鹿57 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－ 61：24．53� 186．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，349，800円 複勝： 31，969，100円 枠連： 10，368，400円
馬連： 37，713，000円 馬単： 20，697，500円 ワイド： 24，391，800円
3連複： 50，563，800円 3連単： 86，966，500円 計： 284，019，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 250円 枠 連（1－3） 480円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 213498 的中 � 92351（1番人気）
複勝票数 計 319691 的中 � 124905（1番人気）� 26531（3番人気）� 21721（5番人気）
枠連票数 計 103684 的中 （1－3） 16716（2番人気）
馬連票数 計 377130 的中 �� 30388（2番人気）
馬単票数 計 206975 的中 �� 11765（3番人気）
ワイド票数 計 243918 的中 �� 18048（2番人気）�� 15434（3番人気）�� 3640（17番人気）
3連複票数 計 505638 的中 ��� 12677（7番人気）
3連単票数 計 869665 的中 ��� 8066（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．2―11．8―11．5―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．8―46．6―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ネ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2015．2．8 京都1着

2012．3．24生 牡5鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 10戦3勝 賞金 34，952，000円
〔制裁〕 アブソリュカフェ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・

12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 ショウナンアーリー号

14058 5月13日 小雨 稍重 （29新潟1）第5日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時50分 （芝・直線）
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 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

11 ウ ラ ン ゲ ル 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 412＋12 55．8 23．7�
510 ソレイユフルール 牝3黒鹿54 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 4 56．22� 6．1�
815 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 448－12 〃 クビ 12．5�
59 イヴノオモイデ 牝3鹿 54 西田雄一郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 420－10 56．3� 7．9�
611 キットダイジョウブ 牝3黒鹿54 �島 克駿小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 410－ 6 56．51	 19．6�
24 ク ー ロ ゼ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 増本牧場 420± 0 56．71	 221．9	
23 キャラメルフレンチ 牝3栗 54 中井 裕二 
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± 0 〃 ハナ 75．4�
35 チェアーグライド 牡3栗 56 吉田 隼人 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B502－ 4 56．8
 5．9�
36 ワシントンレガシー 牝3芦 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458－ 2 57．01	 4．0
816� サダコチャン 牝3黒鹿54 藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 青森 清水 貞信 408－15 〃 ハナ 16．9�
48 ニシノキララコ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444± 0 57．21	 26．6�
12 ユイノルフィ 牡3栗 56 黛 弘人由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 446－ 2 57．83� 15．2�
714� ダ ダ ッ コ 牡3鹿 56 井上 敏樹小田切 光氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 474－16 58．01	 72．4�
47 ヨドノベスト 牡3鹿 56 木幡 巧也海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 434－ 6 58．32 17．0�
612 サンバダンサー 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 430± 0 58．4
 9．2�
713 アルポアドール 牝3青鹿54 伊藤 工真清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 B410－ 8 59．46 60．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，130，500円 複勝： 33，005，000円 枠連： 24，136，000円
馬連： 63，889，100円 馬単： 27，417，900円 ワイド： 36，230，100円
3連複： 93，044，400円 3連単： 113，132，600円 計： 415，985，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 610円 � 240円 � 360円 枠 連（1－5） 1，900円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 19，160円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 4，070円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 28，960円 3 連 単 ��� 244，110円

票 数

単勝票数 計 251305 的中 � 8467（11番人気）
複勝票数 計 330050 的中 � 12682（10番人気）� 41092（2番人気）� 23305（6番人気）
枠連票数 計 241360 的中 （1－5） 9837（10番人気）
馬連票数 計 638891 的中 �� 6241（34番人気）
馬単票数 計 274179 的中 �� 1073（86番人気）
ワイド票数 計 362301 的中 �� 3737（36番人気）�� 2256（53番人気）�� 7180（13番人気）
3連複票数 計 930444 的中 ��� 2409（119番人気）
3連単票数 計1131326 的中 ��� 336（897番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．5―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．7―43．7

上り4F43．8－3F33．6
勝馬の
紹 介

ウ ラ ン ゲ ル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．8．20 新潟4着

2014．2．28生 牝3鹿 母 コスモランゲル 母母 マイネカンパーナ 9戦2勝 賞金 23，119，000円
〔制裁〕 イヴノオモイデ号の騎手西田雄一郎は，競走中盤で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルポアドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地競

走に出走できない。



14059 5月13日 小雨 稍重 （29新潟1）第5日 第11競走 ��
��1，200�

は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走15時25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ウインオスカー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506＋101：11．6 3．4�
34 パッシングブリーズ 牡6鹿 57 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 クビ 25．7�
35 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 55 木幡 巧也�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 468－ 21：12．02	 16．8�
46 
 サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B520－ 61：12．1クビ 11．6�
713 アデレードヒル 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 478－ 61：12．2� 3．4�
23 ダブルフェイス �6栗 57 吉田 隼人山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 528＋141：12．3クビ 9．0	
610 キタサンガンバ 牡4鹿 57 勝浦 正樹
大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 482± 01：12．4� 37．9�
611 アイアムナチュラル 牡6鹿 57 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 514－221：12．5	 7．0�
58  ウエスタンボルト �4鹿 57 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 462－ 81：12．6	 32．6
814 ミキノグランプリ 牡6栗 57 井上 敏樹谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 470－ 21：12．7クビ 36．4�
22 ノーブルヴィーナス 牝5黒鹿55 坂井 瑠星吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 450＋ 41：13．02 28．5�
712 ヒカルランナー 牡8鹿 57 菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 512－101：13．1	 146．3�
47 ア ン ミ 牝5鹿 55 木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 470± 01：13．2	 79．2�
59 
 ウォリアーズソウル �5鹿 57 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B516－ 21：14．26 16．0�

815 アポロリュウセイ 牡4栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 494－ 21：14．41 30．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，461，700円 複勝： 49，226，600円 枠連： 28，112，200円
馬連： 131，476，700円 馬単： 53，701，500円 ワイド： 61，483，100円
3連複： 176，947，900円 3連単： 235，454，200円 計： 771，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 450円 � 380円 枠 連（1－3） 1，270円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 910円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 14，160円 3 連 単 ��� 73，320円

票 数

単勝票数 計 354617 的中 � 82668（1番人気）
複勝票数 計 492266 的中 � 94347（2番人気）� 24482（8番人気）� 30365（6番人気）
枠連票数 計 281122 的中 （1－3） 17029（4番人気）
馬連票数 計1314767 的中 �� 25467（13番人気）
馬単票数 計 537015 的中 �� 7045（19番人気）
ワイド票数 計 614831 的中 �� 14831（12番人気）�� 17775（6番人気）�� 4057（39番人気）
3連複票数 計1769479 的中 ��� 9370（44番人気）
3連単票数 計2354542 的中 ��� 2328（237番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．2―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインオスカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．6．6 阪神1着

2013．3．31生 牡4鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 16戦3勝 賞金 50，808，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 キョウワエステル号
（非抽選馬） 2頭 テキスタイルアート号・ネオビッグバン号

14060 5月13日 小雨 稍重 （29新潟1）第5日 第12競走 ��1，800�
い し う ち

石 打 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

48 プリンセスアスク 牝6青鹿55 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 460－ 61：47．8 23．6�
11 エイシンジルコン 牝4黒鹿55 小崎 綾也�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 454＋ 6 〃 クビ 8．3�
36 エクストラファイン 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 458＋ 21：47．9クビ 3．2�
24 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．0� 4．6�
47 ブライティアスター 牝6黒鹿55 丹内 祐次小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460－ 61：48．21� 95．6	
714 フェイズベロシティ 牝4栗 55 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434－ 81：48．3� 5．5

816 ディリジェンテ 牝5栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－ 41：48．51 10．8�
23 リングオブハピネス 牝4栗 55 北村 友一五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 464－ 6 〃 クビ 56．2�
611 プレシャスメイト 牝5鹿 55 西田雄一郎飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：48．6� 20．7
815� クィーンビー 牝4鹿 55 秋山真一郎�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 456＋ 21：48．7	 19．5�
510 ゴールドエフォート 牝4栗 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：48．8クビ 39．1�
59 グランディフローラ 牝5鹿 55 黛 弘人 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 11．6�
35 サンレイフローラ 牝7鹿 55 川又 賢治永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B458＋ 21：48．9� 194．3�
713 レッドリュンヌ 牝4栗 55 木幡 初也 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：49．0� 121．0�
612 セレナビアンカ 牝6鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460＋ 61：49．42� 148．2�
12 ダイワミランダ 牝5栗 55 菊沢 一樹大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋101：49．61� 26．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，999，300円 複勝： 42，216，500円 枠連： 18，770，100円
馬連： 73，945，000円 馬単： 30，993，200円 ワイド： 43，108，100円
3連複： 101，561，300円 3連単： 130，288，500円 計： 469，882，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 570円 � 200円 � 170円 枠 連（1－4） 5，850円

馬 連 �� 10，290円 馬 単 �� 21，320円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 1，510円 �� 580円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 115，470円

票 数

単勝票数 計 289993 的中 � 9815（9番人気）
複勝票数 計 422165 的中 � 14790（9番人気）� 58522（3番人気）� 75266（1番人気）
枠連票数 計 187701 的中 （1－4） 2483（25番人気）
馬連票数 計 739450 的中 �� 5565（38番人気）
馬単票数 計 309932 的中 �� 1090（74番人気）
ワイド票数 計 431081 的中 �� 3659（38番人気）�� 7164（17番人気）�� 20356（2番人気）
3連複票数 計1015613 的中 ��� 6086（41番人気）
3連単票数 計1302885 的中 ��� 818（393番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．9―12．2―12．0―11．9―11．6―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―35．9―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．6―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスアスク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．26生 牝6青鹿 母 ディーズビバーチェ 母母 ファクテュアルパーシット 25戦2勝 賞金 37，981，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29新潟1）第5日 5月13日（土曜日） 雨後曇後小雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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
10，460，000円
1，700，000円
20，880，000円
70，527，000円
6，109，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
234，472，400円
333，129，000円
150，676，700円
521，883，300円
249，467，500円
318，596，200円
741，760，000円
975，294，300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 3，525，279，400円

総入場人員 7，916名 （有料入場人員 6，804名）
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