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14025 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3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

22 テンザワールド 牡5栗 60 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432－ 63：09．2 3．9�
58 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 456－ 43：09．83� 5．3�
33 ベストドリーム 牡8鹿 60 石神 深一堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 486＋ 63：09．9� 4．7�
711 ショウナンバリウス 牡4黒鹿59 蓑島 靖典国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 498－ 23：10．0� 15．3�
712 ファイアプルーフ 牡4黒鹿59 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504－ 63：10．32 110．5�
813 エレガントクルーズ 牝4芦 57 小野寺祐太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 528± 03：10．4クビ 41．7	
34 カイトチャン 牡4黒鹿59 金子 光希本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 470－ 43：10．5� 50．9

46 ランドハイパワー 牡6鹿 60 難波 剛健木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 494－ 63：10．71� 27．1�
11 エジステンツァ 牡5鹿 60 上野 翔 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 23：10．91� 23．1�
57 テイエムリボー 牡4青鹿59 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 500＋103：11．21� 79．1
814 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466± 0 〃 ハナ 3．0�
610	 シゲルタケノコ 
4栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 464＋ 83：11．51� 74．7�
45 � ホリデーモード 
4黒鹿59 浜野谷憲尚下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 496± 03：12．98 22．9�
69 クリノペーテルス 牝4鹿 57 田村 太雅栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 484＋123：14．8大差 120．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，780，100円 複勝： 17，528，600円 枠連： 7，466，400円
馬連： 23，715，500円 馬単： 13，289，700円 ワイド： 17，469，300円
3連複： 40，190，300円 3連単： 49，305，100円 計： 181，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（2－5） 1，190円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 460円 �� 410円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 127801 的中 � 25782（2番人気）
複勝票数 計 175286 的中 � 29783（3番人気）� 29611（4番人気）� 36016（2番人気）
枠連票数 計 74664 的中 （2－5） 4837（6番人気）
馬連票数 計 237155 的中 �� 14894（6番人気）
馬単票数 計 132897 的中 �� 4807（10番人気）
ワイド票数 計 174693 的中 �� 9425（5番人気）�� 10747（4番人気）�� 12254（3番人気）
3連複票数 計 401903 的中 ��� 18938（4番人気）
3連単票数 計 493051 的中 ��� 4687（19番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンザワールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．2．10生 牡5栗 母 クォリティシーズン 母母 コンファームドダンサー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円

14026 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 エコロドリーム 牡3栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 468－ 21：54．5 4．7�
45 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490＋ 41：55．13� 12．8�
711 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 476－ 6 〃 ハナ 3．4�
34 ダンツスピリット 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B490＋ 21：55．84 8．8�
712 ナナカマドカ 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456± 01：56．33 39．8�
46 サンライズエール 牡3鹿 56 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 456－ 81：56．62 23．1	
814 パーティーアニマル 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 近藤牧場 444＋ 6 〃 ハナ 204．3

813 エスコーバタハト 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．8�
11 クリノグレイト 牡3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 500± 01：56．7クビ 13．6�
610 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56 菅原 隆一ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 508－ 81：57．01� 88．4�
69 ヴェイパライズ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 444－ 81：57．42� 15．9�
57 シンボリサージュ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 438＋ 41：57．5� 35．7�
33 アールパシオン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子前原 敏行氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 462 ―1：57．71� 11．8�
58 トウカイマーレ 牡3鹿 56 原田 和真内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 492＋ 22：01．1大差 59．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，739，100円 複勝： 30，324，400円 枠連： 9，032，600円
馬連： 36，190，200円 馬単： 17，417，500円 ワイド： 27，376，600円
3連複： 52，260，600円 3連単： 54，808，200円 計： 248，149，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 310円 � 180円 枠 連（2－4） 1，970円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 910円 �� 340円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 16，350円

票 数

単勝票数 計 207391 的中 � 35172（2番人気）
複勝票数 計 303244 的中 � 54059（2番人気）� 20404（5番人気）� 47273（3番人気）
枠連票数 計 90326 的中 （2－4） 3548（10番人気）
馬連票数 計 361902 的中 �� 10963（9番人気）
馬単票数 計 174175 的中 �� 2701（15番人気）
ワイド票数 計 273766 的中 �� 7243（10番人気）�� 22345（1番人気）�� 8923（7番人気）
3連複票数 計 522606 的中 ��� 14717（3番人気）
3連単票数 計 548082 的中 ��� 2429（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―13．6―13．0―12．8―13．6―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．3―49．9―1：02．9―1：15．7―1：29．3―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロドリーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山3着

2016．4．30生 牡3栗 母 シーエンプレス 母母 ディラローシェ 6戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイマーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月4日まで平地競走

に出走できない。

第１回 新潟競馬 第３日



14027 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3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

46 ケイツーテソーロ 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 B498＋ 61：13．1 9．9�
58 グ ラ ウ ク ス �3栗 56

53 ▲藤田菜七子 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 41：13．2� 10．8�

47 モ ズ ク ロ ス 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 488＋ 21：13．62� 74．7�
610 アールウォーケン 牡3鹿 56 �島 克駿前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋ 41：13．7クビ 4．1�
712 ジュンユウコー 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 398＋ 81：13．91� 34．3	
23 スマートマウアー 牡3鹿 56 津村 明秀大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 504＋ 21：14．0� 4．6

815 ソルパシオン 牡3栗 56

54 △西村 淳也 �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 482＋ 2 〃 ハナ 3．0�

59 サンハンツビル 牝3黒鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社
ケイズ 454＋ 81：14．32 53．6�

11 エイシンオーディン 牡3黒鹿 56
53 ▲岩田 望来�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 474－ 41：14．62 15．5

35 カズマッケンリー 牡3青鹿56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B412＋161：14．7� 203．3�
34 トウケイクレナイ 牝3黒鹿54 小崎 綾也木村 信彦氏 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 470－ 61：15．01� 34．3�
611 マリノリヴィエール 牝3黒鹿54 石川裕紀人�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 458－ 21：15．53 10．1�
814 ヒ ラ ヒ ラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 476－101：16．35 146．2�
713 ホワイトハッカー 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 南田美知雄 新冠 守矢牧場 404－141：16．62 292．1�
22 ノ ボ ガ ン コ 牝3鹿 54 原田 和真�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 470± 01：17．98 109．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，156，100円 複勝： 30，975，700円 枠連： 10，634，300円
馬連： 38，347，600円 馬単： 18，293，800円 ワイド： 28，743，600円
3連複： 54，094，900円 3連単： 61，296，400円 計： 265，542，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 310円 � 450円 � 1，650円 枠 連（4－5） 3，680円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 6，070円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 56，980円 3 連 単 ��� 249，660円

票 数

単勝票数 計 231561 的中 � 18595（4番人気）
複勝票数 計 309757 的中 � 28741（5番人気）� 18282（6番人気）� 4382（11番人気）
枠連票数 計 106343 的中 （4－5） 2235（16番人気）
馬連票数 計 383476 的中 �� 5960（18番人気）
馬単票数 計 182938 的中 �� 1782（31番人気）
ワイド票数 計 287436 的中 �� 4436（20番人気）�� 1209（45番人気）�� 1037（49番人気）
3連複票数 計 540949 的中 ��� 712（118番人気）
3連単票数 計 612964 的中 ��� 178（579番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―13．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．2―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイツーテソーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Ocean Terrace デビュー 2018．9．16 阪神5着

2016．4．11生 牡3鹿 母 カサブランカスマイル 母母 Periza 6戦1勝 賞金 7，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノボガンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月4日まで平地競走に
出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 カズマッケンリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカビステー号
（非抽選馬） 5頭 センジュエース号・バシクンレッツゴー号・ピエナガウディ号・ブルベアヴェルデ号・レイナアブソルータ号

14028 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第4競走 ��3，290�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

22 コウユーヌレエフ 牡5黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 492－ 23：35．3 7．9�
58 � エアカーディナル 牡8鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 494－ 23：36．68 83．5�
69 シングンマイケル �5鹿 62 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458－ 23：36．81� 2．2�
712 トラキアンコード �7芦 60 石神 深一原 	子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 43：37．22
 3．7�
46 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406＋ 83：37．41 16．4�
33 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 平沢 健治鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 28．8	
813 スマートカルロス 牡7鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 482＋ 43：37．82
 18．9

610� ビットアレグロ 牡10栗 62 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 496＋ 23：37．9クビ 28．1�
814 クリュティエ 牝5鹿 58 草野 太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：38．96 20．0�
45 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 北沢 伸也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 498－ 63：39．11 12．6
11 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 480－143：41．2大差 16．6�
34 クリノキングムーン 牡8黒鹿61 小坂 忠士栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 446－103：41．94 174．1�
57 ドリームハヤテ 牡9鹿 61 高野 和馬ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 長谷川 一男 506± 0 （競走中止） 217．1�
711 マックスドリーム �12青鹿60 田村 太雅山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 542＋ 6 （競走中止） 124．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，373，200円 複勝： 26，294，100円 枠連： 9，699，300円
馬連： 30，140，500円 馬単： 17，374，600円 ワイド： 24，615，900円
3連複： 49，509，700円 3連単： 66，428，100円 計： 241，435，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 1，450円 � 110円 枠 連（2－5） 12，320円

馬 連 �� 33，360円 馬 単 �� 69，680円

ワ イ ド �� 7，910円 �� 340円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 22，650円 3 連 単 ��� 234，920円

票 数

単勝票数 計 173732 的中 � 17532（3番人気）
複勝票数 計 262941 的中 � 24917（3番人気）� 2425（11番人気）� 110114（1番人気）
枠連票数 計 96993 的中 （2－5） 610（28番人気）
馬連票数 計 301405 的中 �� 700（52番人気）
馬単票数 計 173746 的中 �� 187（103番人気）
ワイド票数 計 246159 的中 �� 731（52番人気）�� 21434（2番人気）�� 2148（27番人気）
3連複票数 計 495097 的中 ��� 1639（61番人気）
3連単票数 計 664281 的中 ��� 205（509番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．9－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーヌレエフ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．7．31 小倉9着

2014．4．28生 牡5黒鹿 母 フォンティーン 母母 サドラーズメイド 障害：5戦2勝 賞金 24，650，000円
〔競走中止〕 マックスドリーム号は，2周目8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ドリームハヤテ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 スマートカルロス号の騎手難波剛健は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サムライフォンテン号



14029 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：07．5
1：06．5

良
良

36 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿54 菱田 裕二�Shadow 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 456± 01：10．2 33．9�
612 ケイティグレース 牝3栗 54 義 英真瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432± 01：10．3� 6．2�
48 ペイシャドリーム 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 448－ 61：10．4� 5．9�
24 トミケンルーア 	3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 458＋ 61：10．71� 6．0�
815 サプライズレター 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 400－ 41：10．91
 40．9�
611 コンソラトゥール 牝3鹿 54 荻野 極吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 B492－ 61：11．11
 145．5	
35 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 440＋ 2 〃 ハナ 4．9

714 メイクアンシー 牡3青鹿56 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 444－101：11．31
 4．0�
510� キュウドウクン 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 462＋141：11．51
 39．2�

47 アイアンユウキャン 牡3鹿 56 江田 照男池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 510－12 〃 クビ 13．6
59 サユルリトリンカ 牝3青鹿54 吉田 隼人村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 430－16 〃 アタマ 79．0�
816 エンジェルハート 牝3黒鹿54 木幡 初也スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 402± 01：11．82 112．7�
12 ローゼンオルデン 牝3芦 54

51 ▲大塚 海渡宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 6 〃 クビ 20．3�

23 フレンチチェリー 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452－ 61：12．97 23．0�

11 ニシノゴウウン 	3青鹿56 杉原 誠人西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 470－101：13．43 37．5�
713 ファルネーゼブルー 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：13．5クビ 107．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，027，000円 複勝： 35，754，500円 枠連： 14，714，100円
馬連： 44，945，100円 馬単： 22，481，000円 ワイド： 38，282，800円
3連複： 69，117，300円 3連単： 76，201，800円 計： 325，523，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，390円 複 勝 � 810円 � 250円 � 230円 枠 連（3－6） 1，560円

馬 連 �� 10，160円 馬 単 �� 24，940円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 4，920円 �� 830円

3 連 複 ��� 25，940円 3 連 単 ��� 236，090円

票 数

単勝票数 計 240270 的中 � 5662（9番人気）
複勝票数 計 357545 的中 � 9485（9番人気）� 41221（5番人気）� 43899（4番人気）
枠連票数 計 147141 的中 （3－6） 7267（8番人気）
馬連票数 計 449451 的中 �� 3428（29番人気）
馬単票数 計 224810 的中 �� 676（73番人気）
ワイド票数 計 382828 的中 �� 3041（33番人気）�� 1947（48番人気）�� 12420（10番人気）
3連複票数 計 691173 的中 ��� 1998（75番人気）
3連単票数 計 762018 的中 ��� 234（639番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―11．9―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．5―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ス ト ン ベ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．22 阪神6着

2016．4．21生 牝3青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ローゼンオルデン号の騎手大塚海渡は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

アイアンユウキャン号の騎手江田照男は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2番・1
番）

〔その他〕 ニシノゴウウン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
ファルネーゼブルー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

※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 サンマッカレン号・スカーヴァティ号・バトルアグレッシブ号・リブパッション号

14030 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・左・外）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

48 ベルキューティ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 414－ 41：47．5 5．2�

611 マイネルセリオン 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B444＋ 21：47．92� 8．7�
59 シャイニングデイズ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B476＋ 61：48．0クビ 3．2�
11 フラッフィーベア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B428± 01：48．32 142．6�
35 サトノボヌール 牝3芦 54

51 ▲斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440－ 41：48．4� 6．1	
23 テイルオブゴールド 牝3栗 54 �島 克駿鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 41：48．5� 32．4

714 アメリカンウェイク 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 510＋281：48．6� 8．6�
815 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 410－ 21：48．91� 129．7�
713 ローズギフト 牝3鹿 54 小崎 綾也和泉 憲一氏 田中 博康 新ひだか 北洋牧場 474－ 2 〃 アタマ 13．1
24 アレクサンドレッタ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B462－10 〃 クビ 63．3�
510 エレヴァージュ 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：49．0クビ 10．1�
612 ニシノコントラバス 牡3青鹿 56

53 ▲岩田 望来西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 472＋ 41：49．1� 38．0�
47 エクスポーネント 牡3黒鹿56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 木村 秀則 434＋ 81：49．42 127．1�
816 スチームパンク 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 B510＋ 41：50．57 183．6�

12 トップアスリート 牡3鹿 56 荻野 極寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム B476－ 41：51．03 18．8�
36 スタックオンユー 牝3栗 54

52 △西村 淳也 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412＋ 21：53．8大差 34．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，146，000円 複勝： 31，781，600円 枠連： 11，571，800円
馬連： 40，521，600円 馬単： 19，387，700円 ワイド： 31，670，000円
3連複： 56，726，800円 3連単： 66，403，300円 計： 284，208，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 190円 � 150円 枠 連（4－6） 1，710円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 830円 �� 460円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計 261460 的中 � 39872（2番人気）
複勝票数 計 317816 的中 � 38256（4番人気）� 41103（3番人気）� 62184（1番人気）
枠連票数 計 115718 的中 （4－6） 5232（7番人気）
馬連票数 計 405216 的中 �� 13641（8番人気）
馬単票数 計 193877 的中 �� 3002（16番人気）
ワイド票数 計 316700 的中 �� 9094（8番人気）�� 18011（3番人気）�� 21954（2番人気）
3連複票数 計 567268 的中 ��� 18968（3番人気）
3連単票数 計 664033 的中 ��� 3495（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．0―12．3―12．0―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―47．6―59．9―1：11．9―1：23．5―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルキューティ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．1．5 中山2着

2016．1．29生 牝3黒鹿 母 ラッキーレディ 母母 ネヴァーピリオド 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタックオンユー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月4日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 トップアスリート号・アレクサンドレッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイアイネイビー号



14031 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3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）
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 プリティマックス 牝5栗 55
54 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 438－ 81：11．9 13．3�

11 エースロッカー �4栗 57 横山 和生西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 484＋ 61：12．22 5．2�
47 アシャカデッシュ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 514＋ 41：12．51	 2．6�
611 バナナボート 牡5栗 57

56 ☆富田 暁田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 438＋ 4 〃 ハナ 70．1�
46 アルチレイロ �5青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 462＋ 41：13．03 15．9�
713
 カズミドリーム 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 462＋ 61：13．1� 19．0�
712 ブルベアジュラフ 牡5鹿 57 �島 克駿 	ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 534＋34 〃 クビ 20．7

815 マッスルマサムネ �4鹿 57 荻野 極塩澤 正樹氏 池添 学 洞湖 レイクヴィラファーム 480－101：13．2� 6．4�
59 タケデンサンダー 牡5栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 474－ 81：13．3クビ 39．0�
22 
 ラ ン ボ シ �5鹿 57

54 ▲斎藤 新古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B486－ 81：13．4� 32．5
610
 ミ サ コ 牝4芦 55

52 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 酒井牧場 476－ 61：13．5	 17．9�
23 プローシブル 牡4栗 57 黛 弘人伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：13．81	 57．3�
34 ウィズアウィッシュ 牝5鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 494－ 61：13．9	 19．9�
814 トラストノブナガ �4鹿 57 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 440－ 41：14．11 25．5�
35 ケイアイテディ 牡4栗 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B456－ 41：14．42 19．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，313，400円 複勝： 33，282，700円 枠連： 15，430，400円
馬連： 41，702，100円 馬単： 20，495，400円 ワイド： 35，088，200円
3連複： 64，686，200円 3連単： 73，400，900円 計： 308，399，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 240円 � 190円 � 120円 枠 連（1－5） 2，390円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 630円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 243134 的中 � 14594（4番人気）
複勝票数 計 332827 的中 � 26116（4番人気）� 39463（2番人気）� 102837（1番人気）
枠連票数 計 154304 的中 （1－5） 4992（10番人気）
馬連票数 計 417021 的中 �� 10016（11番人気）
馬単票数 計 204954 的中 �� 2029（25番人気）
ワイド票数 計 350882 的中 �� 7509（11番人気）�� 13904（3番人気）�� 31307（1番人気）
3連複票数 計 646862 的中 ��� 19861（2番人気）
3連単票数 計 734009 的中 ��� 2327（39番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．7―12．3―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．2―47．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリティマックス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．3．30生 牝5栗 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア 23戦3勝 賞金 37，132，000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 アロースコルトン号

14032 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3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

89 ジョースターライト 牡6青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462－121：53．9 2．7�
66 � キクノフェリックス 牡5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 494－ 61：54．0� 2．6�
44 � シゲルポインター 牡5鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 476＋ 81：54．1� 12．2�
88 ユキノアンビシャス 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 492＋ 21：54．2� 12．7�
77 ダノンテアトロ 牡4鹿 57 義 英真�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 81：54．94 45．5�
11 � フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

54 ▲斎藤 新福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 512± 0 〃 クビ 16．0	
55 レオステップアップ 牡4栗 57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 490－ 21：55．43 5．5

33 ロードザナドゥ 牡4黒鹿57 	島 克駿 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム B474－ 41：56．14 18．4�
22 ハイクアウト 
5鹿 57

55 △西村 淳也�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 522＋341：57．05 31．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，280，200円 複勝： 23，706，500円 枠連： 8，828，000円
馬連： 35，764，300円 馬単： 23，176，100円 ワイド： 25，208，000円
3連複： 45，872，700円 3連単： 88，249，800円 計： 273，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 430円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 222802 的中 � 64802（2番人気）
複勝票数 計 237065 的中 � 64543（2番人気）� 67765（1番人気）� 19796（4番人気）
枠連票数 計 88280 的中 （6－8） 28026（1番人気）
馬連票数 計 357643 的中 �� 84495（1番人気）
馬単票数 計 231761 的中 �� 27876（2番人気）
ワイド票数 計 252080 的中 �� 49704（1番人気）�� 12637（5番人気）�� 12722（4番人気）
3連複票数 計 458727 的中 ��� 33360（2番人気）
3連単票数 計 882498 的中 ��� 15647（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．2―14．2―12．6―12．3―12．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―51．6―1：04．2―1：16．5―1：29．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

2
4
4（7，9）3（6，8）（2，1，5）・（4，8）（7，9）（6，3）（1，5）＝2

勝馬の
紹 介

ジョースターライト 
�
父 ロージズインメイ 

�
母父 キングヘイロー デビュー 2015．9．6 小倉9着

2013．3．24生 牡6青鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 37戦3勝 賞金 56，236，000円



14033 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第9競走 ��2，000�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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

79 プ ロ キ シ マ 牝5青 55
54 ☆横山 武史�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474－ 21：59．4 6．8�

22 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 3．7�
67 アオイプリンセス 牝6鹿 55

53 △西村 淳也新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 454－141：59．5クビ 2．6�
78 デサフィアンテ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 482＋261：59．6� 19．5�
33 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 勝浦 正樹近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 21：59．91� 33．6	
811 クライベイビー 牝5栗 55 菱田 裕二�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 82：00．11� 22．6

810 ロックザボート 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 498－ 62：00．2� 77．6�
44 マセラシオン 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450＋102：00．41 72．0�
11 カーロバンビーナ 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 400± 02：00．71� 5．0
66 	 シンボリブーケ 牝5鹿 55

52 ▲団野 大成岡田 壮史氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 474－ 42：01．01� 142．6�
55 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 490＋ 42：01．21� 9．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，456，600円 複勝： 31，598，100円 枠連： 10，464，500円
馬連： 43，241，800円 馬単： 23，084，600円 ワイド： 29，206，700円
3連複： 54，191，700円 3連単： 94，573，700円 計： 313，817，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（2－7） 1，160円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 480円 �� 330円 �� 180円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 274566 的中 � 32293（4番人気）
複勝票数 計 315981 的中 � 34458（4番人気）� 67898（2番人気）� 79728（1番人気）
枠連票数 計 104645 的中 （2－7） 6983（5番人気）
馬連票数 計 432418 的中 �� 20041（6番人気）
馬単票数 計 230846 的中 �� 4859（13番人気）
ワイド票数 計 292067 的中 �� 13293（6番人気）�� 20953（4番人気）�� 49178（1番人気）
3連複票数 計 541917 的中 ��� 41392（2番人気）
3連単票数 計 945737 的中 ��� 6592（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―11．9―12．4―12．2―12．1―11．8―11．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．5―47．4―59．8―1：12．0―1：24．1―1：35．9―1：46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ キ シ マ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Monsun デビュー 2016．6．19 阪神2着

2014．3．3生 牝5青 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 16戦2勝 賞金 24，215，000円

14034 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時50分 （ダート・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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

69 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 480－ 21：53．6 3．8�
11 グトルフォス 牡3鹿 56 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 506± 01：53．7� 3．3�
33 プレステッツァ 牝3鹿 54 木幡 初也吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B466－ 81：54．12� 40．3�
22 ミ ヤ ケ 牡3鹿 56 藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 474－ 21：54．2� 22．9�
813 ユキノヴェルデ 牡3鹿 56 丸田 恭介井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 500± 01：54．3クビ 17．8�
56 フクノワイルド 牡3鹿 56 加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム B482＋ 2 〃 ハナ 45．5�
812 セイウンオフロード 牡3鹿 56 杉原 誠人西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 476± 01：54．51	 32．0	
68 スペースクラフト 牡3芦 56 菱田 裕二 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 4．8�
44 グラスミルキー 牝3鹿 54 小崎 綾也半沢
 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 492－ 2 〃 アタマ 12．9�
57 モーニングサン 牡3鹿 56 西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 452＋ 41：55．35 32．5
711 ナガレボシトリキシ 牡3栗 56 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 488－ 61：55．72� 29．5�
710 マノアフォールズ 牡3鹿 56 斎藤 新吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B462± 01：56．55 9．0�
45 スターオブオナー 牡3栗 56 津村 明秀 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：58．4大差 17．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，244，900円 複勝： 39，891，700円 枠連： 20，052，700円
馬連： 66，403，000円 馬単： 30，790，800円 ワイド： 45，231，400円
3連複： 98，131，500円 3連単： 126，207，600円 計： 458，953，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 730円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，560円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 22，710円

票 数

単勝票数 計 322449 的中 � 67658（2番人気）
複勝票数 計 398917 的中 � 86642（1番人気）� 74141（2番人気）� 9369（12番人気）
枠連票数 計 200527 的中 （1－6） 37541（1番人気）
馬連票数 計 664030 的中 �� 81137（1番人気）
馬単票数 計 307908 的中 �� 15502（2番人気）
ワイド票数 計 452314 的中 �� 43492（1番人気）�� 6856（16番人気）�� 6789（17番人気）
3連複票数 計 981315 的中 ��� 14073（15番人気）
3連単票数 計1262076 的中 ��� 4029（60番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．0―13．6―13．2―12．8―13．2―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．1―48．7―1：01．9―1：14．7―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチルシファー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉7着

2016．3．30生 牡3鹿 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 6戦2勝 賞金 20，878，000円
※出走取消馬 ストロングコンビ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）・トランプズパワー号（疾病〔左前肢跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ウィッチクラフト号・カフジロッソ号・キュリオス号・グリニッジシチー号・タンクティーエー号・ハギノアトラス号・

バーンスター号・ヤマニンスプレモ号



14035 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3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，30．5．5以降31．4．29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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

35 ライオンボス 牡4栗 53 �島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 534＋ 4 54．1 98．1�
713 サラドリーム 牝4黒鹿53 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 434＋ 4 54．95 5．0�
816 ポップシンガー 牝5鹿 53 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 452－14 55．22 5．9�
612 サウンドドゥイット 牡7鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454－ 2 55．3クビ 17．2�
611 スノードーナツ 牝5黒鹿52 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 498＋20 〃 アタマ 36．2	
714 プッシュアゲン 牡6栗 53 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 508－10 〃 ハナ 20．0

24 � アンインジュリー 牝4栗 53 丸田 恭介鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 460＋ 8 〃 ハナ 20．3�
12 ホウオウスクラム 牡4栗 56 藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 502－10 〃 クビ 20．2�
36 シゲルベンガルトラ 牡5栗 55 横山 和生森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 476－ 4 55．4	 8．5
59 ア ー ヒ ラ 牝4芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 442± 0 〃 クビ 7．4�
48 エトワールブリエ 牝4黒鹿52 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 田中 博康 新ひだか ケイアイファーム 430＋10 55．61
 25．5�
47 ラブローレル 牝7青鹿51 加藤 祥太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430＋ 4 〃 ハナ 127．6�
11 ジュリーハーツ 牝4黒鹿53 荻野 極林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 B472－10 55．91� 22．5�
510 リンシャンカイホウ 牡4鹿 55 中井 裕二�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B434－ 8 〃 クビ 5．5�
23 ウイナーズロード 牝5青鹿52 木幡 巧也�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 422＋18 56．32	 74．8�
815 ナンクルナイサー 牝4栗 52 西村 淳也小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 466± 0 56．61� 9．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，063，200円 複勝： 67，585，700円 枠連： 54，786，400円
馬連： 183，866，700円 馬単： 67，049，300円 ワイド： 100，568，500円
3連複： 294，558，600円 3連単： 326，644，600円 計： 1，146，123，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，810円 複 勝 � 2，310円 � 210円 � 290円 枠 連（3－7） 1，840円

馬 連 �� 29，520円 馬 単 �� 97，640円

ワ イ ド �� 8，130円 �� 8，520円 �� 740円

3 連 複 ��� 52，270円 3 連 単 ��� 728，660円

票 数

単勝票数 計 510632 的中 � 4162（15番人気）
複勝票数 計 675857 的中 � 6069（16番人気）� 96909（2番人気）� 64268（5番人気）
枠連票数 計 547864 的中 （3－7） 22962（6番人気）
馬連票数 計1838667 的中 �� 4826（73番人気）
馬単票数 計 670493 的中 �� 515（184番人気）
ワイド票数 計1005685 的中 �� 3086（79番人気）�� 2943（82番人気）�� 37400（3番人気）
3連複票数 計2945586 的中 ��� 4226（178番人気）
3連単票数 計3266446 的中 ��� 325（1673番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．5―10．4―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―22．1―32．6―43．0

上り4F42．4－3F32．0
勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡4栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 11戦3勝 賞金 30，678，000円
〔制裁〕 アンインジュリー号の騎手丸田恭介は，競走中盤で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインハートビート号・トウカイレーヌ号・ピナクルズ号・ヒロイックアゲン号・メイショウツバキ号・

モルフェオルフェ号

14036 5月4日 晴 良 （1新潟1） 第3日 第12競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ベストアクター �5芦 57 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－101：21．7 12．5�
59 ロ ジ ム ー ン 牡5鹿 57 横山 武史久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：21．8	 76．8�
35 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 柴山 雄一国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 500－ 4 〃 アタマ 5．6�
611 ルックアットミー 牝5鹿 55 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 482－ 21：21．9	 51．1�
713 サンライズマジック 牡5鹿 57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 484－ 21：22．0クビ 19．2�
23 ア ビ ー ム 牝4青鹿55 西村 太一 	ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 460＋ 41：22．31	 8．7

47 ドロウアカード 牝5栗 55 吉田 隼人	G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：22．4
 6．0�
612 エスペランサリュウ 牡6鹿 57 加藤 祥太江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 468＋10 〃 クビ 103．9
816 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 小崎 綾也三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 412＋ 61：22．5	 48．1�
815 ステラローザ 牝4鹿 55 中谷 雄太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B452－ 21：22．6
 39．7�
714� メイショウキョウジ 牡4鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 456－161：22．7クビ 2．2�
36 ポ ン ポ ン 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 460＋ 4 〃 クビ 159．8�
12 ラ ン ス マ ン �4鹿 57 石川裕紀人吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548－181：23．02 9．9�
510 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿57 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B482－ 21：23．42 52．3�
11 モ ー ト ゥ ス 牡4黒鹿57 荻野 極吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B508＋ 61：23．72 107．6�
24 � ストロングハピネス 牡6鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 446＋101：24．01	 260．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，121，500円 複勝： 75，676，800円 枠連： 31，730，200円
馬連： 119，527，200円 馬単： 56，576，700円 ワイド： 85，414，800円
3連複： 171，406，100円 3連単： 234，501，200円 計： 834，954，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 390円 � 1，540円 � 230円 枠 連（4－5） 4，770円

馬 連 �� 37，540円 馬 単 �� 57，030円

ワ イ ド �� 9，710円 �� 1，400円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 85，530円 3 連 単 ��� 607，190円

票 数

単勝票数 計 601215 的中 � 38431（6番人気）
複勝票数 計 756768 的中 � 49869（6番人気）� 10827（12番人気）� 99915（3番人気）
枠連票数 計 317302 的中 （4－5） 5155（17番人気）
馬連票数 計1195272 的中 �� 2467（64番人気）
馬単票数 計 565767 的中 �� 744（109番人気）
ワイド票数 計 854148 的中 �� 2229（68番人気）�� 16224（14番人気）�� 3920（43番人気）
3連複票数 計1714061 的中 ��� 1503（173番人気）
3連単票数 計2345012 的中 ��� 280（1012番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．1―46．0―57．9―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストアクター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．4．29 東京1着

2014．2．28生 �5芦 母 ベストロケーション 母母 ダイナアクトレス 6戦3勝 賞金 26，805，000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 スノーマン号



（1新潟1）第3日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

189，030，000円
15，990，000円
1，640，000円
20，880，000円
68，678，000円
6，023，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
341，701，300円
444，400，400円
204，410，700円
704，365，600円
329，417，200円
488，875，800円
1，050，746，400円
1，318，020，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，881，938，100円

総入場人員 16，018名 （有料入場人員 14，441名）
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