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14073 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7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

814 ストロベリームーン 牝3青鹿 54
53 ☆加藤 祥太�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 436± 01：12．0 2．3�

815 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 488＋ 21：12．95 8．6�
47 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 504＋ 41：13．22 6．4�
22 ダノンイーグル 牡3栗 56 吉田 隼人�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム B498＋101：13．41� 5．0�
34 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 436＋ 21：13．5� 27．5	
23 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 466－ 4 〃 ハナ 14．6

712 アーチザスカイ 牡3栗 56 荻野 琢真 �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 512＋ 61：14．13� 17．0�
35 アイファータキオン 牡3芦 56 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 430± 01：14．2� 207．3�
713 クインズアイザ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 424± 01：14．3� 34．1
610 カシノスイープ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 482－10 〃 クビ 16．7�

611 ボナッソーラ 牝3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 池上 昌和 浦河 笠松牧場 434＋ 41：14．93� 41．0�
46 メイショウランポ 牡3栗 56 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 470 ―1：15．21� 88．9�
11 ネオヴィンチトーレ 牡3青鹿56 藤岡 康太小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 530 ―1：15．3� 95．2�
58 ドナペリドット 牝3青鹿54 石川裕紀人田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 462± 0 〃 ハナ 25．9�
59 シャイニーギフト 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 494＋ 61：15．72� 49．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，632，900円 複勝： 26，141，300円 枠連： 9，202，400円
馬連： 30，805，000円 馬単： 15，811，200円 ワイド： 21，878，500円
3連複： 46，598，300円 3連単： 53，526，900円 計： 217，596，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 200円 枠 連（8－8） 1，150円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 500円 �� 360円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 136329 的中 � 45663（1番人気）
複勝票数 計 261413 的中 � 69039（1番人気）� 24867（4番人気）� 30437（3番人気）
枠連票数 計 92024 的中 （8－8） 6197（4番人気）
馬連票数 計 308050 的中 �� 17992（4番人気）
馬単票数 計 158112 的中 �� 6221（4番人気）
ワイド票数 計 218785 的中 �� 11373（4番人気）�� 16717（2番人気）�� 4467（13番人気）
3連複票数 計 465983 的中 ��� 13764（5番人気）
3連単票数 計 535269 的中 ��� 4740（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．6
3 15，14（13，7）（3，11）4，12－（9，10）（8，2）－（5，1）＝6 4 15，14，7，11（13，3）4，12（9，10，2）8－（5，1）＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロベリームーン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．3．25生 牝3青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 4戦1勝 賞金 7，750，000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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルパンダ号・デルマプレイバック号・ホワイトシスネ号

14074 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

59 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 津村 明秀松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 62：03．4 4．0�
611 イタリアンホワイト 牝3芦 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 82：03．72 13．1�
816 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 414＋ 22：04．01� 15．1�
510 ピジョンレッド 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 410＋10 〃 ハナ 67．1	
47 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 450－10 〃 ハナ 7．2

12 リネンロマン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 398－ 4 〃 ハナ 21．0�
48 メロウハート 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 528 ― 〃 クビ 20．7�
36 ビートフォーセール 牝3鹿 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 22：04．1クビ 4．2
815 ストロベリーハーツ 牝3栗 54 藤岡 康太田島 政光氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム B448＋ 2 〃 クビ 8．7�
11 マンボスカイ 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474± 02：04．2クビ 5．1�
714 シェリトリンド 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458± 02：04．94 37．9�
35 ヘヴンオンアース 牝3芦 54

52 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 408－ 82：05．0� 92．8�

612 マロンクリスタル 牝3栗 54 宮崎 北斗大社 聡氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 454＋ 62：05．32 206．7�
713 テイエムローレン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 タニグチ牧場 416－ 42：06．57 367．6�
23 ヴィクトリーダンス 牝3鹿 54 川須 栄彦�G1レーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 422 ―2：06．82 45．3�
24 ガ ン ミ 牝3鹿 54 原田 和真佐久間拓士氏 栗田 徹 新ひだか 西村 和夫 436－102：08．07 243．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，888，800円 複勝： 23，853，300円 枠連： 7，645，300円
馬連： 28，522，200円 馬単： 14，431，500円 ワイド： 18，613，200円
3連複： 37，623，500円 3連単： 43，243，400円 計： 188，821，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 340円 � 280円 枠 連（5－6） 2，800円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 780円 �� 940円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 43，480円

票 数

単勝票数 計 148888 的中 � 29441（1番人気）
複勝票数 計 238533 的中 � 56225（1番人気）� 15011（7番人気）� 19497（6番人気）
枠連票数 計 76453 的中 （5－6） 2109（14番人気）
馬連票数 計 285222 的中 �� 8097（11番人気）
馬単票数 計 144315 的中 �� 2368（18番人気）
ワイド票数 計 186132 的中 �� 6320（8番人気）�� 5122（11番人気）�� 2421（25番人気）
3連複票数 計 376235 的中 ��� 2910（37番人気）
3連単票数 計 432434 的中 ��� 721（152番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―13．0―12．8―12．3―12．4―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．1―50．1―1：02．9―1：15．2―1：27．6―1：39．2―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウグロッケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．3．25 阪神5着

2014．4．19生 牝3鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 5戦1勝 賞金 8，500，000円

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

815 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 500＋ 41：54．5 3．6�
58 モズダイキチ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 458＋ 2 〃 クビ 2．4�
712 マ ス ラ オ 牡3栗 56

54 △木幡 初也 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 438－ 41：55．13� 17．6�

610 シンボリラピッド 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B492＋121：55．63 16．2�

35 シンボリスーマラン 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：56．34 38．8�

713 ビービーパドル 牡3鹿 56 勝浦 正樹坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 464± 01：56．51� 3．8	
34 モンスーンジャイア 牡3栗 56

53 ▲横山 武史大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 448＋ 21：57．03 29．0

11 クインズベガ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 隆栄牧場 558－10 〃 ハナ 139．9�
611 オーミルーティン 牡3鹿 56 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 浦河 市川牧場 462＋ 31：57．31� 176．5�
47 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿54 大庭 和弥土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 458 ―1：57．61� 118．7
22 ゲ キ テ キ 牡3栃栗56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 青森 今川 満良 448－ 81：58．55 132．4�
23 シシリアンキッス 牡3黒鹿56 藤岡 康太吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 B478－ 41：59．13� 132．7�
59 ミスターフウジン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 492± 01：59．41� 18．1�
814 ノーチェデパス 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿吉田 照哉氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 540 ―1：59．82� 84．4�
46 クリノダヴィンチ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 486 ―2：02．0大差 44．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，366，800円 複勝： 18，255，500円 枠連： 7，492，400円
馬連： 25，247，200円 馬単： 15，196，800円 ワイド： 18，119，900円
3連複： 35，025，000円 3連単： 49，161，900円 計： 182，865，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 250円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 160円 �� 750円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 143668 的中 � 31662（2番人気）
複勝票数 計 182555 的中 � 35015（2番人気）� 65060（1番人気）� 11047（4番人気）
枠連票数 計 74924 的中 （5－8） 15772（1番人気）
馬連票数 計 252472 的中 �� 57403（1番人気）
馬単票数 計 151968 的中 �� 13844（2番人気）
ワイド票数 計 181199 的中 �� 37631（1番人気）�� 4971（9番人気）�� 8913（4番人気）
3連複票数 計 350250 的中 ��� 20682（2番人気）
3連単票数 計 491619 的中 ��� 6658（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．1―50．4―1：02．5―1：14．9―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3
10，9（8，15）（3，4，12）－13（5，14）－2－11＝（1，7）－6・（10，13）（8，15）12，9，4－5（14，2）－（3，11）－7－1，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアジュラフ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．1．28 中京3着

2014．5．30生 牡3鹿 母 タ ッ キ ー ナ 母母 ビ ア ン キ 7戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 クリノダヴィンチ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔坐る〕。

ヤマニンシレーナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ノーチェデパス号の騎手	島克駿は，向正面での御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーチェデパス号・クリノダヴィンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月20日まで平地競走に出走できない。
※シシリアンキッス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14076 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

813 メリーモナーク �5鹿 60 北沢 伸也 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 23：08．1 1．9�
711 シャイニーサンダー 牡4青鹿59 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 486＋ 43：08．31� 13．1�
610� メイショウテッサイ 牡9鹿 60 西谷 誠松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496－143：09．89 78．8�
712 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿59 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 412－ 43：09．9� 6．6�
46 リアルキング 牡4鹿 59 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 530＋ 23：10．22 12．4�
45 � レッドサヴァージ 牡5青鹿60 金子 光希 	東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 468－ 23：10．3クビ 3．9

33 トウケイウイン 牡7黒鹿60 黒岩 悠木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 450－ 43：10．62 45．5�
58 シゲルシマダイ 牡4鹿 59 平沢 健治森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 508± 03：10．91� 19．1�
69 � ホウザンゴッド 牡5栗 60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 486－ 2 〃 クビ 57．8
57 スマートガルーダ 牡4鹿 59 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 488－ 63：11．32 67．4�
34 ドーノデルソーレ 牡4黒鹿59 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458± 03：12．79 44．3�
22 � カイソクポリス 牡4鹿 59 石神 深一小田切 光氏 星野 忍 浦河 木村牧場 492＋ 43：13．55 50．9�
11 � クラウンプルートゥ �7黒鹿60 草野 太郎矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－14 （競走中止） 197．8�
814� クリノリーズ 牝4栗 57 五十嵐雄祐栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 前川 隆範 424＋ 6 （競走中止） 172．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，872，700円 複勝： 38，832，900円 枠連： 8，133，000円
馬連： 22，043，000円 馬単： 15，580，600円 ワイド： 16，012，400円
3連複： 37，059，800円 3連単： 60，115，000円 計： 209，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 1，250円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，310円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 36，100円

票 数

単勝票数 計 118727 的中 � 49008（1番人気）
複勝票数 計 388329 的中 � 276928（1番人気）� 11945（5番人気）� 2201（12番人気）
枠連票数 計 81330 的中 （7－8） 16887（2番人気）
馬連票数 計 220430 的中 �� 19735（3番人気）
馬単票数 計 155806 的中 �� 10513（4番人気）
ワイド票数 計 160124 的中 �� 11159（3番人気）�� 1696（24番人気）�� 597（51番人気）
3連複票数 計 370598 的中 ��� 1881（41番人気）
3連単票数 計 601150 的中 ��� 1207（99番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 49．5－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メリーモナーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Halling デビュー 2014．12．21 阪神4着

2012．5．5生 �5鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 障害：3戦1勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 クリノリーズ号は，5号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

クラウンプルートゥ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
※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 スプレーモゲレイロ号



14077 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時10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
2：11．0
2：09．9

良
良

35 フリージングレイン 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504± 02：16．5 2．4�
23 ブリージーメイ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 武田牧場 420＋ 8 〃 ハナ 12．2�
611 ギルデドアーマー 牡3鹿 56 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 安平 追分ファーム 500 ―2：16．6� 5．7�
816 エ ー ル �3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B446－162：16．7クビ 105．0�

47 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 498＋ 8 〃 ハナ 8．6	
12 モズアトラクション 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 466＋ 2 〃 クビ 4．7

612 タイセイバロン 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 494－ 62：17．12� 12．2�
713 サンピッツバーグ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社
ケイズ 424＋ 82：17．52 73．6�

714 マイネルシルバリー 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 496－ 42：17．71	 26．8

815 トーバスヌーマ 牝3鹿 54
52 △井上 敏樹石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 434－ 22：17．91	 144．4�

36 サトノコロネット 牡3鹿 56 秋山真一郎里見 治氏 栗田 徹 浦河 バンダム牧場 482－ 6 〃 ハナ 32．3�
11 オーミカンタービレ 牝3栗 54 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 谷 潔 浦河 グラストレーニ

ングセンター 444＋ 22：18．53� 349．0�
510 コスモノーズプレス 牡3栗 56 津村 明秀 �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 444＋ 22：18．81� 29．1�
24 ロマンチックワーク 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム B466－ 22：18．9� 37．1�
48 ロットワイラー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹村木 隆氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 446－102：19．11 221．4�
59 ケイツールピー 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史楠本 勝美氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 B414＋ 62：21．0大差 306．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，241，400円 複勝： 24，615，700円 枠連： 8，412，100円
馬連： 30，341，300円 馬単： 16，282，200円 ワイド： 22，670，600円
3連複： 43，430，600円 3連単： 54，629，200円 計： 219，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 250円 � 200円 枠 連（2－3） 980円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 490円 �� 450円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 16，290円

票 数

単勝票数 計 192414 的中 � 64070（1番人気）
複勝票数 計 246157 的中 � 67650（1番人気）� 20054（5番人気）� 27130（3番人気）
枠連票数 計 84121 的中 （2－3） 6614（3番人気）
馬連票数 計 303413 的中 �� 19829（3番人気）
馬単票数 計 162822 的中 �� 6215（4番人気）
ワイド票数 計 226706 的中 �� 12251（4番人気）�� 13618（3番人気）�� 3123（19番人気）
3連複票数 計 434306 的中 ��� 7601（10番人気）
3連単票数 計 546292 的中 ��� 2430（36番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―13．6―13．2―13．0―12．2―12．0―12．0―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―35．3―48．9―1：02．1―1：15．1―1：27．3―1：39．3―1：51．3―2：03．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．2
1
3
12（4，9）16（3，11，14）（5，10）7（1，6）－13（2，15）8
12（6，7）16（9，10）（3，14）（5，11）（4，2，13）－1－15－8

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

勝馬の
紹 介

フリージングレイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 福島5着

2014．4．21生 牡3鹿 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 11戦1勝 賞金 14，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュケット号
（非抽選馬） 1頭 リウォード号

14078 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

48 ソルティピース 牝3黒鹿54 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 440－ 2 56．4 3．8�

714 フ ィ ネ ス 牝3青鹿54 石川裕紀人落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 416－ 2 〃 クビ 12．7�
59 アドマイヤホルン 牝3栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 398＋ 4 56．5クビ 114．1�
23 メイショウクジャク 牝3栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 432± 0 57．03 7．9�
815 ウイナーズロード 牝3青鹿 54

51 ▲川又 賢治�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416－ 2 57．21� 2．2�
24 ナンヨービーナス 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506＋ 8 〃 クビ 31．0	
611 ノーティインパクト 牡3栗 56 丹内 祐次小関 昭次氏 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 422－ 8 57．41� 68．5

12 サンモントレー 牝3栗 54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 菊川 正達 日高 有限会社

ケイズ 436＋ 2 57．6� 29．4�
713 グッバイサマー 牝3栗 54 秋山真一郎澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 412＋ 2 〃 クビ 21．3
11 プルーフオブトップ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 ハナ 91．2�
612 マリノレビン 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか へいはた牧場 406－ 6 57．7� 81．8�
47 クララフトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 飛渡牧場 416－ 4 58．12� 32．2�
35 ココロヤサシイ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 448＋ 2 〃 クビ 85．5�
510 エ マ ー ブ ル 牝3栗 54

52 △井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 392± 0 58．2� 10．0�
816 スカーレットキス 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 410 ― 58．51� 34．6�

36 ク リ ワ カ 牝3栗 54
52 △伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 450＋16 （競走中止） 243．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，320，000円 複勝： 23，145，600円 枠連： 9，179，000円
馬連： 29，463，100円 馬単： 17，997，100円 ワイド： 20，424，600円
3連複： 45，263，400円 3連単： 66，999，900円 計： 229，792，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 340円 � 3，100円 枠 連（4－7） 1，510円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 7，850円 �� 13，440円

3 連 複 ��� 92，240円 3 連 単 ��� 495，660円

票 数

単勝票数 計 173200 的中 � 36156（2番人気）
複勝票数 計 231456 的中 � 43279（2番人気）� 16923（5番人気）� 1495（15番人気）
枠連票数 計 91790 的中 （4－7） 4708（5番人気）
馬連票数 計 294631 的中 �� 8006（8番人気）
馬単票数 計 179971 的中 �� 2458（18番人気）
ワイド票数 計 204246 的中 �� 4990（8番人気）�� 658（57番人気）�� 383（72番人気）
3連複票数 計 452634 的中 ��� 368（169番人気）
3連単票数 計 669999 的中 ��� 98（846番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．9―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．6―44．4

上り4F44．2－3F33．7
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ソルティピース �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．6 札幌2着

2014．4．16生 牝3黒鹿 母 フジティアス 母母 オールテイアス 9戦1勝 賞金 13，100，000円
〔競走中止〕 クリワカ号は，競走中に異常歩様となったため競走後半で競走中止。
〔調教再審査〕 クリワカ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シセイウタゲ号・ソルオリーヴァ号・テイクマイチャンス号・デザートストーム号・トゥルーレジーナ号



14079 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

58 ダブルコーク 牡6黒鹿57 秋山真一郎�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494＋101：12．0 8．3�
611 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 21：12．1� 17．7�

610 ド ラ グ ー ン �5鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 81：12．52	 11．5�

22 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 432＋ 41：12．6クビ 5．1�

35 
 ブレーヴブラッド 牡5鹿 57
56 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 8 〃 クビ 67．9�

713
 スズカディープ �5青鹿 57
56 ☆小崎 綾也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B420－ 21：12．91� 72．2	

47 フジワンエンジェル 牝4鹿 55
53 △井上 敏樹�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 462＋ 61：13．0クビ 71．6


11 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 B490＋ 2 〃 ハナ 30．3�
814 ウォーターバオバブ 牡4栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482－ 8 〃 クビ 2．9�
23 ミッキーオフィサー 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史野田みづき氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－101：13．1クビ 6．6

712 アラマサクロフネ 牝6鹿 55 津村 明秀�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 520－ 6 〃 クビ 9．9�
59 
 ウエスタンレオーネ 牡5青鹿 57

54 ▲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 486± 01：13．2	 14．7�
34 
 ブライティアスワン 牝6芦 55

53 △坂井 瑠星小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 542－ 51：13．62	 76．0�
46 
 ステラルーチェ 牡5栗 57

55 △伴 啓太池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 486± 01：14．34 36．3�
815 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 470－ 21：14．51� 44．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，531，000円 複勝： 21，898，200円 枠連： 9，728，600円
馬連： 30，315，800円 馬単： 15，168，000円 ワイド： 21，395，500円
3連複： 41，268，100円 3連単： 53，403，700円 計： 210，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 320円 � 400円 � 420円 枠 連（5－6） 1，860円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 15，140円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 2，150円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 34，200円 3 連 単 ��� 178，420円

票 数

単勝票数 計 175310 的中 � 16720（4番人気）
複勝票数 計 218982 的中 � 18514（4番人気）� 14231（6番人気）� 13310（8番人気）
枠連票数 計 97286 的中 （5－6） 4047（8番人気）
馬連票数 計 303158 的中 �� 2642（31番人気）
馬単票数 計 151680 的中 �� 751（54番人気）
ワイド票数 計 213955 的中 �� 1976（34番人気）�� 2586（26番人気）�� 1536（41番人気）
3連複票数 計 412681 的中 ��� 905（110番人気）
3連単票数 計 534037 的中 ��� 217（550番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．0―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．1―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．9
3 10（11，12）（3，5）（2，9，14）（1，7，8）15，4，6－13 4 ・（10，11）12，5，3（2，14）（9，8）（1，7）（4，15）6－13

勝馬の
紹 介

ダブルコーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．2．10 東京4着

2011．5．19生 牡6黒鹿 母 ホリデイオンアイス 母母 カ ー リ ン グ 23戦2勝 賞金 25，960，000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） 2頭 ティアップサンダー号・パミーナコラッジョ号
（非抽選馬） 1頭 ウォーターミリオン号

14080 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

若手騎手，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

46 モンストルコント 牡4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 492± 01：55．1 13．0�

35 ハギノグランコート 牡4栗 57
56 ☆�島 克駿日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B518＋ 21：55．31� 5．1�
611 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 森 一馬国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 488－101：55．4クビ 90．8�
47 ワイルドゲーム 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B494± 01：55．5� 31．8�

11 モアニレフア 牝5青鹿55 杉原 誠人北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440－ 21：55．71 313．0�
58 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57

55 △木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B502＋ 21：55．8� 6．2	
610 サトノメダリスト 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 520－ 21：56．01� 4．2

23 オ ー パ �4鹿 57

55 △坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B488＋10 〃 ハナ 9．1�
713 タイキオールブルー 牡5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B452＋ 2 〃 同着 9．1�

815	 クリノロッキー 牡7栗 57
54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 514－ 4 〃 同着 35．2

22 カレングランブルー 牡6栗 57
54 ▲川又 賢治鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 12．0�

34 コ マ ク サ 牡5黒鹿 57
55 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 B470＋ 21：56．1クビ 170．9�

712 セレブレイトソング �5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B484－ 6 〃 クビ 19．4�
814	 パルトネルラーフ 牡4鹿 57 原田 和真ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 01：56．52� 8．2�
59 	 アンリキャトル �6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458± 01：58．09 34．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，116，500円 複勝： 31，120，700円 枠連： 9，150，000円
馬連： 36，419，100円 馬単： 16，482，400円 ワイド： 24，668，100円
3連複： 51，862，300円 3連単： 62，315，700円 計： 250，134，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 430円 � 220円 � 2，110円 枠 連（3－4） 2，070円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 15，040円 �� 6，950円

3 連 複 ��� 67，520円 3 連 単 ��� 422，230円

票 数

単勝票数 計 181165 的中 � 11118（8番人気）
複勝票数 計 311207 的中 � 18455（7番人気）� 44790（2番人気）� 3208（13番人気）
枠連票数 計 91500 的中 （3－4） 3421（13番人気）
馬連票数 計 364191 的中 �� 9082（12番人気）
馬単票数 計 164824 的中 �� 1730（28番人気）
ワイド票数 計 246681 的中 �� 6150（9番人気）�� 413（78番人気）�� 899（64番人気）
3連複票数 計 518623 的中 ��� 576（196番人気）
3連単票数 計 623157 的中 ��� 107（1144番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．7―13．6―12．7―12．6―12．5―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．4―51．0―1：03．7―1：16．3―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンストルコント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendor デビュー 2015．12．5 阪神6着

2013．5．23生 牡4黒鹿 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 21戦2勝 賞金 30，150，000円
〔制裁〕 サトノメダリスト号の騎手小崎綾也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・7番）

モンストルコント号の騎手菊沢一樹は，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。
（非当選馬） 2頭 ゴテツ号・プエルト号



14081 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

510 サトノオニキス 牝4黒鹿 55
53 △坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：34．1 4．1�

611 マサノマリリン 牝6黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466± 0 〃 クビ 11．1�
714 エールデュレーヴ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 41：34．31� 13．6�
47 スターファセット 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454－ 81：34．5� 6．2�
816 オメガハートソング 牝5青鹿55 菱田 裕二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436－ 41：34．92	 13．0�
59 アポロオスカー 牝4鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 444＋ 21：35．11� 10．2	
24 アルマレイモミ 牝4鹿 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 456＋ 4 〃 アタマ 11．9

815 スマイルミーティア 牝5黒鹿55 石川裕紀人保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 450＋101：35．2	 33．5�
12 クラシックリディア 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 ハナ 10．3�
36 エスペランサルル 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼江上 幸氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 430－ 61：35．3	 162．0�

35 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B450＋101：35．51� 4．9�
23 オレンジガール 牝4鹿 55

53 △木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：35．71� 263．5�
11 ミッキーディナシー 牝4黒鹿55 藤岡 康太野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 416＋ 8 〃 クビ 25．8�
48 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 500－ 61：35．8クビ 27．8�
612 アッパレドンキ 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 420－ 21：36．44 107．4�
713 エバーパッション 牝4青鹿 55

54 ☆
島 克駿宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 ハナ 214．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，093，100円 複勝： 29，809，400円 枠連： 12，635，000円
馬連： 43，231，900円 馬単： 19，931，600円 ワイド： 27，802，300円
3連複： 61，805，800円 3連単： 76，955，500円 計： 292，264，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 300円 � 380円 枠 連（5－6） 1，610円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，060円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 45，500円

票 数

単勝票数 計 200931 的中 � 39176（1番人気）
複勝票数 計 298094 的中 � 51655（1番人気）� 24642（5番人気）� 17726（9番人気）
枠連票数 計 126350 的中 （5－6） 6067（6番人気）
馬連票数 計 432319 的中 �� 11582（8番人気）
馬単票数 計 199316 的中 �� 3321（10番人気）
ワイド票数 計 278023 的中 �� 8104（4番人気）�� 6771（10番人気）�� 3466（30番人気）
3連複票数 計 618058 的中 ��� 4434（31番人気）
3連単票数 計 769555 的中 ��� 1226（122番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―11．7―12．1―11．9―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．6―47．3―59．4―1：11．3―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノオニキス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Generous デビュー 2016．4．2 阪神2着

2013．2．20生 牝4黒鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 11戦2勝 賞金 22，660，000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） 1頭 レッドファーレン号
（非抽選馬） 1頭 ボーアムルーズ号

14082 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第10競走 ��
��1，800�

さ な え

早 苗 賞
発走14時50分 （芝・左・外）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

55 セダブリランテス 牡3鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋ 41：47．9 2．7�

810 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 56 菱田 裕二山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504± 01：48．0� 15．0�

22 スティーマーレーン 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470－ 41：48．1クビ 9．1�
79 � バスカヴィル 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

470＋ 21：48．31	 8．6�
67 マイネルベレーロ 牡3栗 56 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 486＋ 4 〃 クビ 8．8	
66 マイネルエパティカ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：49．04 152．0

33 ヤマニンルサリー 牝3鹿 54 秋山真一郎土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 436－ 21：49．21	 17．3�
78 
 マッシュクール 牡3黒鹿56 井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 494± 01：49．3� 39．0
11 ユノディエール 牡3鹿 56 丸田 恭介�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 442－ 41：49．4� 17．7�
44 � フィアーノロマーノ 牡3鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 522＋ 4 〃 クビ 3．0�
811 オイカケマショウ 牡3鹿 56 坂井 瑠星小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 446± 01：50．57 65．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，319，400円 複勝： 26，705，700円 枠連： 11，356，400円
馬連： 50，065，500円 馬単： 26，720，000円 ワイド： 26，390，100円
3連複： 61，583，800円 3連単： 104，826，800円 計： 333，967，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 290円 � 240円 枠 連（5－8） 1，860円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 840円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 32，380円

票 数

単勝票数 計 263194 的中 � 75550（1番人気）
複勝票数 計 267057 的中 � 55581（2番人気）� 20620（6番人気）� 26855（4番人気）
枠連票数 計 113564 的中 （5－8） 4730（6番人気）
馬連票数 計 500655 的中 �� 11199（14番人気）
馬単票数 計 267200 的中 �� 4782（15番人気）
ワイド票数 計 263901 的中 �� 5889（14番人気）�� 8305（8番人気）�� 4382（23番人気）
3連複票数 計 615838 的中 ��� 5394（33番人気）
3連単票数 計1048268 的中 ��� 2347（113番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．0―12．5―12．7―12．4―11．4―10．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．4―48．9―1：01．6―1：14．0―1：25．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セダブリランテス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．10 中山1着

2014．1．12生 牡3鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 2戦2勝 賞金 17，273，000円



14083 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第11競走 ��1，200�
ひ う ち や ま

火 打 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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

23 タガノヴィッター 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502± 01：12．0 3．1�

59 マ ー シ レ ス 牡6栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 472－ 4 〃 ハナ 21．4�
814� ウインバローラス 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B484－ 41：12．1� 14．2�
611 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 500－ 41：12．2クビ 5．8�
46 ブルームーン 牡5鹿 57 勝浦 正樹�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 8 〃 クビ 9．8�
610 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 石川裕紀人脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 428＋ 21：12．3クビ 7．8	
815 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 492＋ 41：12．4� 5．9�
35 ラフィネシチー 牝6青鹿55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 462－ 41：12．5� 31．2�
58 カレンコマンドール 	4鹿 57 岩崎 翼鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 464± 01：12．6クビ 29．1
34 ローゼンタール 牝4栗 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 488－ 4 〃 クビ 22．7�
713 クリプトスコード 牝4栗 55 木幡 初也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500＋101：12．91� 115．1�
712 キョウワエステル 牝4鹿 55 坂井 瑠星
協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 458± 01：13．32
 64．2�
47 ナミノリゴリラ 牝5黒鹿55 井上 敏樹小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 476－ 21：13．62 20．6�
11 ネバーリグレット 	4芦 57 津村 明秀�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 81：13．81� 19．1�
22 � マンハッタンヘンジ 牡6黒鹿57 伴 啓太加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506－ 61：14．01� 143．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，023，500円 複勝： 46，878，700円 枠連： 33，235，400円
馬連： 117，763，500円 馬単： 47，977，100円 ワイド： 56，917，100円
3連複： 158，532，800円 3連単： 208，780，200円 計： 703，108，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 440円 � 370円 枠 連（2－5） 1，860円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 960円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 11，960円 3 連 単 ��� 47，730円

票 数

単勝票数 計 330235 的中 � 84996（1番人気）
複勝票数 計 468787 的中 � 97900（1番人気）� 23169（7番人気）� 28480（6番人気）
枠連票数 計 332354 的中 （2－5） 13783（7番人気）
馬連票数 計1177635 的中 �� 34569（9番人気）
馬単票数 計 479771 的中 �� 8480（12番人気）
ワイド票数 計 569171 的中 �� 14622（9番人気）�� 15674（8番人気）�� 3338（52番人気）
3連複票数 計1585328 的中 ��� 9939（41番人気）
3連単票数 計2087802 的中 ��� 3171（145番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．6―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．8
3 9，15（8，14）13，10（7，4，5，3，12）（2，11）－（1，6） 4 9（15，14）8（13，10）（4，3）（5，12）（7，11）2，6，1

勝馬の
紹 介

タガノヴィッター �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．5 阪神4着

2013．3．20生 牡4鹿 母 ダンスティルドーン 母母 Kaysama 11戦3勝 賞金 36，449，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 サンビショップ号・シゲルゴホウサイ号・ダイアモンドノーム号・ダイシンバルカン号・テキスタイルアート号・

テーオーソルジャー号・メイショウカフウ号

14084 5月20日 晴 良 （29新潟1）第7日 第12競走 ��
��1，200�

ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走16時00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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

35 � スワーヴラーシド 牡4黒鹿57 丸田 恭介�NICKS 大竹 正博 仏 Az.Ag. Valdirone
Lualdi Lucia 516－ 21：09．0 4．1�

611� ベリースコール 	4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck
Benillouche 484＋101：09．1
 4．4�

612 コ リ ー ナ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 448＋141：09．2� 34．1�
48 � エイシンピカソ 牝4栗 55 吉田 隼人平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

446－ 21：09．3� 13．2�
510 ゲンキチハヤブサ 	5栗 57 �島 克駿荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 458± 0 〃 クビ 9．4�
714 ハイレベルバイオ 牝5黒鹿55 中井 裕二バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502± 01：09．4クビ 7．5	
23 スナークスカイ 牡4鹿 57 津村 明秀杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 456－ 2 〃 クビ 10．9

816 アルティマヒート 牝4栗 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 81：09．5
 33．4�
59 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 水口 優也�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488± 01：09．71 24．3
713 コパノチャンス 牡4栗 57 杉原 誠人小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 61：09．8� 69．2�
12 サンライズビーム 牡4芦 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 448－ 61：10．01 7．6�
36 � ケンブリッジリニア 牝4栗 55 井上 敏樹中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 本桐牧場 458＋20 〃 ハナ 236．4�
815 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 446＋161：10．21 83．8�
47 �� トーセンアルバータ 牝4鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

474＋ 41：10．51
 18．1�
24 ハートイズハート 牡4栗 57 藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462－ 41：10．6� 19．0�
11 ノミネーション 牡5黒鹿57 森 一馬石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 41：11．13 85．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，393，000円 複勝： 44，137，300円 枠連： 19，346，500円
馬連： 78，256，300円 馬単： 32，073，300円 ワイド： 44，019，000円
3連複： 102，339，600円 3連単： 137，317，300円 計： 488，882，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 170円 � 710円 枠 連（3－6） 1，180円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，330円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 66，810円

票 数

単勝票数 計 313930 的中 � 60152（1番人気）
複勝票数 計 441373 的中 � 61779（2番人気）� 79571（1番人気）� 12130（11番人気）
枠連票数 計 193465 的中 （3－6） 12626（1番人気）
馬連票数 計 782563 的中 �� 44317（1番人気）
馬単票数 計 320733 的中 �� 10177（1番人気）
ワイド票数 計 440190 的中 �� 20431（1番人気）�� 3262（45番人気）�� 4794（31番人気）
3連複票数 計1023396 的中 ��� 6460（42番人気）
3連単票数 計1373173 的中 ��� 1490（236番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．3
3 1，14（2，4，15）（6，9）12（7，10）（8，11）3，5，16，13 4 ・（1，14）（2，4，9，15）12（6，10）（7，11）8（3，5）－（16，13）

勝馬の
紹 介

�スワーヴラーシド �
�
父 Poet’s Voice �

�
母父 Marju デビュー 2016．5．8 東京5着

2013．2．27生 牡4黒鹿 母 Marania 母母 Lady Bentley 7戦2勝 賞金 19，727，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルマクレヨン号・ナッツスター号・マグレブ号・ユキノサンブライト号



（29新潟1）第7日 5月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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
厩務員出走奨励金

172，930，000円
12，280，000円
1，570，000円
19，090，000円
69，882，000円
5，494，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
237，799，100円
355，394，300円
145，516，100円
522，473，900円
253，651，800円
318，911，300円
722，393，000円
971，275，500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 3，527，415，000円

総入場人員 8，916名 （有料入場人員 7，677名）
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