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14037 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

56 モ ン オ ー ル 牝3栗 54
53 ☆富田 暁吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：54．8 2．3�

57 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 488－ 81：55．01� 66．0�

69 パルスレート 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452－ 61：55．21� 7．8�

710 ジュエルインザサン 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 474－ 61：55．73 5．4�
711 アレグレモエティー 牝3芦 54 �島 克駿斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 452－ 21：55．8クビ 18．2�
812 ダイヤレイジング 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 434－ 41：56．33 7．3	
33 マーブルサニー 牝3芦 54

52 △西村 淳也下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 482－ 61：56．72� 4．7


68 ペイシャラメント 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 418－ 41：56．8クビ 78．1�

22 ミオリパヤヤーム 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 420－ 21：57．54 57．5

44 シュペルブソワレ 牝3栗 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤原牧場 504－ 21：57．71� 122．2�
45 ジ ュ デ ィ ス 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 526＋141：58．12� 164．5�
11 メイショウペルム 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 482＋ 6 〃 ハナ 122．9�
813 ソ ン リ ッ サ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 446－ 41：59．69 23．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，052，900円 複勝： 26，108，500円 枠連： 7，791，500円
馬連： 33，328，600円 馬単： 19，969，600円 ワイド： 25，885，200円
3連複： 50，297，200円 3連単： 69，458，300円 計： 249，891，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 1，350円 � 210円 枠 連（5－5） 5，590円

馬 連 �� 8，680円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 410円 �� 6，170円

3 連 複 ��� 16，280円 3 連 単 ��� 82，280円

票 数

単勝票数 計 170529 的中 � 58471（1番人気）
複勝票数 計 261085 的中 � 85632（1番人気）� 3005（9番人気）� 28457（5番人気）
枠連票数 計 77915 的中 （5－5） 1079（12番人気）
馬連票数 計 333286 的中 �� 2973（20番人気）
馬単票数 計 199696 的中 �� 1193（32番人気）
ワイド票数 計 258852 的中 �� 2300（22番人気）�� 18314（4番人気）�� 1005（38番人気）
3連複票数 計 502972 的中 ��� 2316（43番人気）
3連単票数 計 694583 的中 ��� 612（203番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．9―13．6―13．2―12．6―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．5―51．1―1：04．3―1：16．9―1：29．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
7，9，10，3（8，12）11（6，13）4－1，2－5・（7，9）（10，6）（11，3，12）－（4，8）1（5，2，13）

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

勝馬の
紹 介

モ ン オ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．19 札幌4着

2016．5．8生 牝3栗 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 6戦1勝 賞金 10，150，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウペルム号・シュペルブソワレ号・ソンリッサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元

年7月5日まで平地競走に出走できない。

14038 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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 ノボオリエンス 牝3栗 54
53 ☆横山 武史�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 468＋ 21：12．8 1．6�

34 シダクティブノンコ 牝3栗 54
52 △西村 淳也吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 466＋ 21：13．33 5．1�

59 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 460－ 81：13．72� 106．6�
610 コーリンミルキー 牝3芦 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 514＋ 2 〃 アタマ 8．3�
815 ビレッジクライ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム B438－101：14．33� 79．5�
712 ヘリオシース 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 404＋ 21：14．72 7．0	
35 ハ ナ イ カ ダ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 静内酒井牧場 406＋ 21：14．8� 340．7

46 マサノトキメキ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル 420－ 2 〃 クビ 28．4�

23 オウケンスターマン 牡3鹿 56 津村 明秀福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 488－121：15．22� 23．1�
22 カツコノユメ 牝3芦 54 柴田 善臣大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 414＋ 81：15．3� 22．7
47 ブレイブバイオ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新バイオ� 高橋 義忠 平取 坂東牧場 484＋ 61：15．62 56．8�
58 スパローリズム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 勝利氏 天間 昭一 新ひだか キヨタケ牧場 440± 01：15．81� 254．5�
611 スプーンミー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新冠 スカイビーチステーブル 438＋ 21：15．9クビ 158．5�
11 クレアシアグルーヴ 牡3鹿 56 木幡 初也�イージス 青木 孝文 新冠 中本牧場 484－ 2 〃 アタマ 186．1�
713 アースペガー 牝3栗 54 嘉藤 貴行松山 増男氏 清水 英克 浦河 アイオイファーム 514＋ 61：16．75 154．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，379，300円 複勝： 32，253，200円 枠連： 7，814，400円
馬連： 29，236，200円 馬単： 18，483，900円 ワイド： 22，564，400円
3連複： 42，697，200円 3連単： 65，207，100円 計： 237，635，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，040円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，670円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 193793 的中 � 94188（1番人気）
複勝票数 計 322532 的中 � 180299（1番人気）� 36542（2番人気）� 2836（10番人気）
枠連票数 計 78144 的中 （3－8） 14338（1番人気）
馬連票数 計 292362 的中 �� 63342（1番人気）
馬単票数 計 184839 的中 �� 27904（1番人気）
ワイド票数 計 225644 的中 �� 41040（1番人気）�� 2912（18番人気）�� 1755（24番人気）
3連複票数 計 426972 的中 ��� 5998（15番人気）
3連単票数 計 652071 的中 ��� 3649（36番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．0―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―35．0―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボオリエンス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West デビュー 2019．2．16 東京3着

2016．5．23生 牝3栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams 4戦1勝 賞金 8，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 カツコノユメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5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。
（非抽選馬） 1頭 コスモルシオ号

第１回 新潟競馬 第４日



14039 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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

611 トレイントレイン 牡3黒鹿 56
55 ☆横山 武史�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B510＋141：54．7 28．7�

713 ハーベストゴールド 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム B444－ 61：54．91� 16．7�
35 ローゼンリッター 牡3栗 56 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 530＋ 41：55．0� 2．7�
815 マカルーテソーロ 牡3鹿 56 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 490＋ 21：55．63� 13．5�
814 ア ケ ル 牡3黒鹿56 丹内 祐次西森 鶴氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 458－ 21：55．7� 72．7�
23 テーオーダンケルク 牡3栗 56 柴山 雄一小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 470＋ 61：55．91� 9．8	
47 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 452－ 61：56．11 28．2

58 	 パイオニアバローズ 牡3黒鹿56 丸山 元気猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 530－ 21：56．31� 2．7�
59 オウケンシャトル 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 534± 01：56．4クビ 111．2�
22 ウインヴァモス 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 466＋101：57．04 156．7
11 ララフォーナ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 武 英智 洞
湖 レイクヴィラファーム 482＋ 81：57．42� 15．8�
712 ロードトゥドラゴン 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 2 〃 クビ 14．5�

610 グランデラクール 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁飯田 訓大氏 浜田多実雄 日高 加藤牧場 476＋101：57．5� 65．0�

34 ディアモデスト 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也ディアレスト 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 476 ―1：58．35 94．5�
46 テイエムブランコ 牡3栗 56

54 △西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522＋101：59．47 46．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，157，700円 複勝： 26，652，700円 枠連： 9，126，600円
馬連： 36，920，800円 馬単： 19，355，500円 ワイド： 29，217，000円
3連複： 54，459，900円 3連単： 71，286，500円 計： 267，176，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 550円 � 440円 � 150円 枠 連（6－7） 5，820円

馬 連 �� 19，730円 馬 単 �� 41，000円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 1，480円 �� 770円

3 連 複 ��� 17，540円 3 連 単 ��� 157，560円

票 数

単勝票数 計 201577 的中 � 5610（9番人気）
複勝票数 計 266527 的中 � 9940（9番人気）� 12952（7番人気）� 66165（1番人気）
枠連票数 計 91266 的中 （6－7） 1215（20番人気）
馬連票数 計 369208 的中 �� 1450（41番人気）
馬単票数 計 193555 的中 �� 354（76番人気）
ワイド票数 計 292170 的中 �� 1804（38番人気）�� 5033（15番人気）�� 10218（7番人気）
3連複票数 計 544599 的中 ��� 2328（52番人気）
3連単票数 計 712865 的中 ��� 328（369番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．0―13．8―12．8―11．8―12．9―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．2―51．0―1：03．8―1：15．6―1：28．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F39．1
1
3
11，13，15，5（2，12）（3，14）8，6（7，10）9，1，4・（11，13）5－8，15－14－3－2（7，12）10（9，1）＝（4，6）

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

勝馬の
紹 介

トレイントレイン �
�
父 トランセンド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．1．6 中山7着

2016．5．10生 牡3黒鹿 母 クリムゾンルージュ 母母 クリキャノン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダラステソーロ号

14040 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15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

45 デュアルメジャー �7青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 496＋ 23：07．3 2．6�
712 ベストサポーター 牡6青鹿60 原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B522＋ 63：07．51� 81．8�
813 ラ プ ル ー ズ �6鹿 60 熊沢 重文西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 クビ 14．9�
22 シゲルキハダマグロ 牡6栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 468－ 83：08．88 57．9�
57 マインシャッツ 牡6栗 60 難波 剛健吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 492＋ 23：09．54 15．0�
711 キャプテンロブロイ 牡6青鹿60 小野寺祐太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 アタマ 11．2	
69 スワーヴエドワード 牡4鹿 59 蓑島 靖典
NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 63：10．13� 8．9�
814 フラットレー �4青鹿59 西谷 誠 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 83：10．31� 6．4�
34 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 486＋ 43：10．93� 3．6
58 ワイドリーザワン 牡7黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 23：11．85 46．9�
11 � マリノパシフィカス 牝5黒鹿58 高野 和馬矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 450＋ 23：12．22� 281．8�
610 ダンツチェック 牝6鹿 58 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 522－ 63：12．52 68．5�
46 セイカエドミザカ 牡6栗 60 金子 光希久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 494＋103：14．5大差 37．0�
33 トーセンクリーガー 牡4栗 59 上野 翔島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋ 8 〃 ハナ 66．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，808，200円 複勝： 18，197，200円 枠連： 9，002，300円
馬連： 26，557，700円 馬単： 15，391，100円 ワイド： 20，071，000円
3連複： 44，953，100円 3連単： 59，879，400円 計： 210，860，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 1，010円 � 270円 枠 連（4－7） 1，130円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 12，330円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 650円 �� 8，270円

3 連 複 ��� 22，260円 3 連 単 ��� 119，920円

票 数

単勝票数 計 168082 的中 � 49853（1番人気）
複勝票数 計 181972 的中 � 52731（1番人気）� 3144（11番人気）� 15370（4番人気）
枠連票数 計 90023 的中 （4－7） 6153（5番人気）
馬連票数 計 265577 的中 �� 2451（25番人気）
馬単票数 計 153911 的中 �� 936（42番人気）
ワイド票数 計 200710 的中 �� 1968（29番人気）�� 8457（5番人気）�� 598（60番人気）
3連複票数 計 449531 的中 ��� 1514（62番人気）
3連単票数 計 598794 的中 ��� 362（308番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 51．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デュアルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．2．24生 �7青鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 障害：12戦1勝 賞金 26，840，000円
〔制裁〕 タイセイアプローズ号の騎手平沢健治は，1号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：5番・7番・11番）

シゲルキハダマグロ号の騎手植野貴也は，2周目4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被
害馬：9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 サトノクロノス号



14041 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第5競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走12時05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
1：19．0
1：19．0

良
良

814 ロイヤルヴィザージ 牝3鹿 54 横山 和生 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446－ 41：22．5 23．8�
35 シャンデフレーズ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 ハナ 5．7�
713 ノンストップ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424＋ 21：22．81� 4．2�

815 プレシャスメール 牝3黒鹿 54
51 ▲斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 482＋121：22．9� 10．7�
712 マジックハンター 牡3黒鹿56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 438－ 21：23．11� 4．4	
611 シンボリジョーク 牡3栗 56 宮崎 北斗シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 B484＋ 4 〃 アタマ 19．7

23 ファイナライズ 牝3鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 464 ― 〃 ハナ 3．9�
59 ナリノヴェール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 446－ 41：23．73� 47．5�
46 ビービーアライヴ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 444＋ 21：24．01� 26．0
47 クロスビーム 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太畑佐 博氏 上村 洋行 新冠 細川農場 442 ―1：24．1� 20．2�
11 カシノアペックス 牡3黒鹿56 義 英真柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 484＋221：24．31� 144．8�
610 ミオドルチェ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：24．4� 44．4�
22 ホウオウリフレイン 牝3鹿 54 柴山 雄一小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 414 ―1：25．03� 43．4�
58 フラワーパレス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 高橋 修 468＋221：25．63� 184．2�
34 メイショウベリー 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希松本 好�氏 松永 昌博 日高 道見牧場 444＋ 81：26．98 97．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，585，900円 複勝： 32，751，800円 枠連： 13，169，000円
馬連： 40，958，900円 馬単： 20，452，800円 ワイド： 30，323，700円
3連複： 58，392，000円 3連単： 66，718，500円 計： 286，352，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 580円 � 180円 � 170円 枠 連（3－8） 2，160円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，620円 �� 380円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 61，070円

票 数

単勝票数 計 235859 的中 � 7913（8番人気）
複勝票数 計 327518 的中 � 10934（9番人気）� 50885（4番人気）� 59842（2番人気）
枠連票数 計 131690 的中 （3－8） 4710（10番人気）
馬連票数 計 409589 的中 �� 5840（20番人気）
馬単票数 計 204528 的中 �� 1164（51番人気）
ワイド票数 計 303237 的中 �� 4124（24番人気）�� 4550（19番人気）�� 22738（1番人気）
3連複票数 計 583920 的中 ��� 6210（23番人気）
3連単票数 計 667185 的中 ��� 792（196番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―12．0―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．9―45．9―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルヴィザージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．1 中京8着

2016．5．4生 牝3鹿 母 ロイヤルネックレス 母母 シルバーネックレス 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 シャンデフレーズ号の騎手大塚海渡は，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：13番・

15番）
ビービーアライヴ号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラワーパレス号・メイショウベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月
5日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 トーアアーチェロ号（疾病〔右後肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オビワンズドーン号・ドナカルモ号・ブラックアーシャ号・フロリール号

14042 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：59．7
1：56．1

良
良

45 タマノジュメイラ 牝3鹿 54
52 △西村 淳也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462± 02：01．7 6．3�

58 イフユーワナ 牡3鹿 56 津村 明秀山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 502＋ 62：01．91� 9．8�
711 サ ン ル イ ス 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 540± 02：02．0� 16．7�
813 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 422－ 22：02．21 15．6�
57 ブルーノバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 470－ 8 〃 ハナ 12．4�
46 モンブランテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス	 武井 亮 浦河 市川フアーム 482＋ 62：02．52 1．9


11 ココリガストン 牡3黒鹿56 丸田 恭介美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 500－102：02．71� 29．9�
69 メテオスウォーム 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 488＋ 62：02．91� 5．5�
814 オンマイオウン 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 スカイビーチステーブル 476＋102：03．43 245．0
712 テイエムマイスター 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム
牧場株式会社 430＋ 8 〃 クビ 174．4�

610 ジョーノベリスタ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁上田けい子氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 426－ 82：03．61� 339．4�
34 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 460＋ 2 〃 クビ 110．1�
33 クレーリッチェ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 	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 402± 02：03．7クビ 61．4�

22 ドリームリッチ 牡3鹿 56 柴山 雄一宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 434＋ 22：03．8� 51．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，183，200円 複勝： 43，968，200円 枠連： 11，520，900円
馬連： 39，627，800円 馬単： 26，784，200円 ワイド： 33，183，900円
3連複： 59，451，400円 3連単： 96，684，500円 計： 342，404，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 320円 � 530円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，680円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 61，050円

票 数

単勝票数 計 311832 的中 � 39208（3番人気）
複勝票数 計 439682 的中 � 52254（2番人気）� 36457（4番人気）� 19478（7番人気）
枠連票数 計 115209 的中 （4－5） 18947（2番人気）
馬連票数 計 396278 的中 �� 10705（11番人気）
馬単票数 計 267842 的中 �� 3604（22番人気）
ワイド票数 計 331839 的中 �� 10047（10番人気）�� 5033（19番人気）�� 3866（24番人気）
3連複票数 計 594514 的中 ��� 3653（42番人気）
3連単票数 計 966845 的中 ��� 1148（201番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．5―12．5―12．6―12．5―12．0―11．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．4―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．0―1：37．7―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノジュメイラ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．15 福島3着

2016．2．8生 牝3鹿 母 パーソナルブレーン 母母 シルヴァーキャップ 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムマイスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5日まで平地競走に出走で

きない。



14043 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

78 カラリエーヴァ 牝4鹿 55 宮崎 北斗天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 488＋141：53．6 2．9�
11 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 492－ 21：53．91� 9．2�
811 サンマルリトリート 牝4黒鹿 55

53 △西村 淳也相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 B534＋161：54．11 4．8�

66 � レンブランサ 牝4栗 55
54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436－ 21：54．2� 2．7�

55 � タキオンレイ 牝5栗 55
52 ▲菅原 明良小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 488＋ 21：54．41� 48．3�

810� トモジャプリマ 牝5黒鹿 55
54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 458－ 41：54．71� 20．4	

44 � ホウオウサマンサ 牝4栗 55
52 ▲木幡 育也小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454＋141：54．91� 62．2


67 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 480＋101：55．11� 10．9�

79 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55
52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 490＋ 8 〃 クビ 77．8�
33 � アンフィーサ 牝4栗 55 黛 弘人谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 468＋141：55．41� 148．4
22 ジッパーレーン 牝5青鹿 55

52 ▲岩田 望来�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 452－ 81：56．03� 32．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，250，600円 複勝： 26，414，800円 枠連： 9，206，000円
馬連： 38，644，900円 馬単： 21，633，100円 ワイド： 26，796，300円
3連複： 50，094，200円 3連単： 77，834，900円 計： 273，874，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（1－7） 1，540円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 232506 的中 � 63358（2番人気）
複勝票数 計 264148 的中 � 66071（1番人気）� 34895（4番人気）� 38034（3番人気）
枠連票数 計 92060 的中 （1－7） 4623（6番人気）
馬連票数 計 386449 的中 �� 18154（6番人気）
馬単票数 計 216331 的中 �� 6676（9番人気）
ワイド票数 計 267963 的中 �� 13344（5番人気）�� 21365（3番人気）�� 11967（7番人気）
3連複票数 計 500942 的中 ��� 18902（5番人気）
3連単票数 計 778349 的中 ��� 6329（23番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．1―13．0―12．2―12．4―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．4―50．4―1：02．6―1：15．0―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
・（6，8）（4，9，10）2（1，11）（3，5）7・（6，10，8）－（9，2，1）4（3，11，7）－5

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

勝馬の
紹 介

カラリエーヴァ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．26 東京3着

2015．2．15生 牝4鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 10戦2勝 賞金 16，950，000円

14044 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ホイールバーニング 牡6栗 57
56 ☆川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 530－ 81：11．5 5．8�
611 ホーカスポーカス 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 434＋ 61：11．81� 7．5�
35 プ タ ハ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B528＋ 41：12．11� 12．3�
712 ブライトエンパイア 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－ 21：12．2� 4．9�
713 ザベストエバー 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 クビ 9．6�
34 ラ ン パ ク 牡4芦 57

54 ▲菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 494± 01：12．3� 3．8	
58 � トニーファイブ �4黒鹿 57

54 ▲団野 大成トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 434－111：12．4� 83．3

814 クリノイダテン 牡4青鹿57 義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 444＋ 2 〃 アタマ 17．4�
610 トリプルレインボー �4栗 57 �島 克駿岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 472＋ 21：12．61	 14．9�
23 � ラブリースパイス 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 430＋ 81：12．81 21．9
59 � ジョーダンヒロイン 牝4青鹿 55

52 ▲山田 敬士戸賀 智子氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 438－ 2 〃 クビ 162．2�
46 エンドレスコール 牝5黒鹿 55

53 △西村 淳也 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468－ 21：12．9クビ 13．2�

22 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55
52 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 446＋ 2 〃 クビ 109．6�

815� マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55
54 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 474－ 41：13．0クビ 63．8�

11 � フレンドアリス 牝4栗 55
52 ▲小林 凌大横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458－ 21：13．1� 92．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，013，600円 複勝： 34，109，400円 枠連： 13，374，400円
馬連： 48，070，900円 馬単： 23，277，300円 ワイド： 36，259，200円
3連複： 70，405，500円 3連単： 81，959，900円 計： 332，470，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 300円 � 360円 枠 連（4－6） 1，050円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，470円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 71，160円

票 数

単勝票数 計 250136 的中 � 34269（3番人気）
複勝票数 計 341094 的中 � 51210（3番人気）� 28611（4番人気）� 22012（7番人気）
枠連票数 計 133744 的中 （4－6） 9805（5番人気）
馬連票数 計 480709 的中 �� 15009（8番人気）
馬単票数 計 232773 的中 �� 3844（12番人気）
ワイド票数 計 362592 的中 �� 9521（10番人気）�� 6352（19番人気）�� 3859（33番人気）
3連複票数 計 704055 的中 ��� 3947（47番人気）
3連単票数 計 819599 的中 ��� 835（260番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホイールバーニング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．11 中京7着

2013．5．4生 牡6栗 母 ピサノグレース 母母 ブルックリンハイツ 23戦3勝 賞金 32，260，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ウメタロウ号・ブライトンピア号



14045 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第9競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

815� ノヴァルーナ 牝5鹿 55
53 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 55．1 4．2�
35 キョウワヒラリー 牝5鹿 55 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B502＋12 55．31� 12．2�
714 フジマサアクトレス 牝6鹿 55 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B476＋ 4 〃 クビ 20．9�
24 ハッピーランラン 牝5鹿 55

52 ▲斎藤 新馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500－10 55．4� 31．6�
23 トーホウレジーナ 牝5栗 55 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋ 8 55．5� 6．4	
510 グラスレガシー 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514± 0 〃 クビ 11．0

816 ウ ー マ ッ ハ 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 496＋14 55．71� 5．2�
11 ゴールデンテソーロ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476＋16 55．8� 51．0�
47 ブ シ ョ ウ 牡4栗 57 津村 明秀�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B502＋24 〃 クビ 20．5
611 マ ッ タ ナ シ 牡5栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 490＋ 4 〃 同着 15．8�
48 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 498＋10 55．9クビ 9．5�
612 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子ニッシンレーシング 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 8 〃 アタマ 11．8�
12 � サ ヤ ネ エ 牝5鹿 55 柴田 未崎竹森 幹雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 492＋ 6 56．0� 96．4�
713� クルクルティンクル 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 460－ 2 〃 クビ 31．3�
59 サンマルバロン 	7栗 57 柴田 善臣相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 478－ 2 56．42� 48．4�
36 � レッドオリアナ 牝5栗 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 石坂 公一 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 クビ 31．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，237，000円 複勝： 38，136，900円 枠連： 23，560，800円
馬連： 67，145，700円 馬単： 29，399，900円 ワイド： 46，165，300円
3連複： 115，822，500円 3連単： 133，852，100円 計： 485，320，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 320円 � 540円 枠 連（3－8） 1，120円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，540円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 20，580円 3 連 単 ��� 87，900円

票 数

単勝票数 計 312370 的中 � 59047（1番人気）
複勝票数 計 381369 的中 � 68628（1番人気）� 29426（5番人気）� 15477（9番人気）
枠連票数 計 235608 的中 （3－8） 16180（5番人気）
馬連票数 計 671457 的中 �� 18242（8番人気）
馬単票数 計 293999 的中 �� 4899（11番人気）
ワイド票数 計 461653 的中 �� 11425（9番人気）�� 7711（17番人気）�� 3211（47番人気）
3連複票数 計1158225 的中 ��� 4219（70番人気）
3連単票数 計1338521 的中 ��� 1104（285番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―10．4―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．9―32．3―43．0

上り4F43．2－3F33．2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ノヴァルーナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス

2014．5．13生 牝5鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ 9戦1勝 賞金 11，200，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 トーホウレジーナ号の騎手�島克駿は，競走中盤で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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） 1頭 シュバルツブリッツ号
（非抽選馬） 3頭 カレンエクスカリバ号・タガノヒバナ号・パストラル号

14046 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第10競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走14時40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 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

35 サンライズローリエ 牡4青鹿57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 458－ 21：47．3 21．8�

712 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476＋241：47．4� 17．2�
23 � クリノオスマン �5栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 454－ 4 〃 クビ 20．0�
611 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 嘉藤 貴行�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 454－ 81：47．5クビ 21．5�
58 � ソールライト 牡4芦 57 岩田 望来畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 498＋101：47．6� 32．9�
47 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 横山 武史	ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 4 〃 クビ 14．3

22 ミーティアトレイル 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B468＋ 41：47．7クビ 35．6�
815 オーダードリブン 牡6黒鹿57 川又 賢治 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 クビ 2．8�
713 アグネススターダム 牡6栗 57 	島 克駿渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450－ 61：47．8クビ 23．8
610 マイネルベレーロ 牡5栗 57 宮崎 北斗 	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 492－ 2 〃 クビ 23．1�
46 サトノマックス 牡5鹿 57 津村 明秀里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 61：48．01
 2．6�
11 キングオブアームズ �6鹿 57 柴山 雄一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．63� 15．6�
59 ベラソヴラーノ 牝4鹿 55 丹内 祐次 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 462＋ 41：48．7� 71．8�
814� レンベルガー 牡6青鹿57 木幡 巧也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 430－101：48．8クビ 277．9�
34 � ラベルヴィー 牡5青鹿57 山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 安平 ノーザンファーム 482－ 21：48．9� 37．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，440，100円 複勝： 35，726，500円 枠連： 19，283，100円
馬連： 73，172，200円 馬単： 35，432，200円 ワイド： 49，762，900円
3連複： 101，799，100円 3連単： 130，981，500円 計： 476，597，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 540円 � 490円 � 600円 枠 連（3－7） 7，020円

馬 連 �� 18，760円 馬 単 �� 35，240円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 5，970円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 92，430円 3 連 単 ��� 505，110円

票 数

単勝票数 計 304401 的中 � 11160（8番人気）
複勝票数 計 357265 的中 � 17360（7番人気）� 19645（5番人気）� 15396（8番人気）
枠連票数 計 192831 的中 （3－7） 2128（22番人気）
馬連票数 計 731722 的中 �� 3022（46番人気）
馬単票数 計 354322 的中 �� 754（78番人気）
ワイド票数 計 497629 的中 �� 3030（38番人気）�� 2143（59番人気）�� 3516（29番人気）
3連複票数 計1017991 的中 ��� 826（183番人気）
3連単票数 計1309815 的中 ��� 188（937番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―12．5―12．2―11．7―11．1―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―49．2―1：01．4―1：13．1―1：24．2―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．2
3 13，10（9，12）（6，7）（4，5）（1，3，8）11，2，14，15 4 13－10（9，12）（4，6，7）（1，5）8（3，11）（2，14）15

勝馬の
紹 介

サンライズローリエ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2018．5．12 新潟13着

2015．5．23生 牡4青鹿 母 ティボリペガサス 母母 ティボリサンライズ 12戦2勝 賞金 20，885，000円



14047 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第11競走 ��1，600�
たにがわだけ

谷川岳ステークス（Ｌ）
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

12 ハーレムライン 牝4鹿 54 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470＋101：32．3 70．0�
815 プロディガルサン 牡6鹿 56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514± 01：32．51� 3．0�
510 キョウワゼノビア 牝6黒鹿54 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 482± 0 〃 ハナ 32．1�
714 ゴールドサーベラス 牡7栗 56 藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 452± 0 〃 ハナ 34．3�
47 テトラドラクマ 牝4鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 9．0	
612 アンコールプリュ 牝4黒鹿54 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：32．6� 84．9

48 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 川又 賢治瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B442－ 41：32．7� 24．6�
59 キャプテンペリー 	6栗 56 柴田 善臣千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 508＋ 41：32．8� 10．6
713 ミュゼエイリアン 	7鹿 57 横山 武史菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484－ 81：33．01� 23．0�
23 ハクサンルドルフ 牡6黒鹿57 菱田 裕二河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 21：33．1� 9．3�
816 ア ル ー シ ャ 牝4芦 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：33．2クビ 3．9�
24 アドマイヤリアル 牡6青鹿56 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 クビ 36．8�
35 アドマイヤアルバ 牡4鹿 56 勝浦 正樹近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 21：33．41 17．1�
11 ショウナンライズ 牡6栗 56 
島 克駿国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468－ 4 〃 クビ 12．9�
611 コスモイグナーツ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 460－ 41：33．72 55．4�
36 クラウンディバイダ 	6黒鹿56 斎藤 新�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 472＋ 81：34．55 246．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，097，800円 複勝： 83，615，300円 枠連： 49，286，100円
馬連： 202，527，400円 馬単： 77，452，300円 ワイド： 107，276，200円
3連複： 296，733，300円 3連単： 379，363，500円 計： 1，257，351，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，000円 複 勝 � 1，500円 � 150円 � 760円 枠 連（1－8） 920円

馬 連 �� 13，210円 馬 単 �� 36，370円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 19，800円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 99，440円 3 連 単 ��� 846，270円

票 数

単勝票数 計 610978 的中 � 6976（14番人気）
複勝票数 計 836153 的中 � 10952（15番人気）� 216346（1番人気）� 22829（10番人気）
枠連票数 計 492861 的中 （1－8） 41300（5番人気）
馬連票数 計2025274 的中 �� 11881（39番人気）
馬単票数 計 774523 的中 �� 1597（99番人気）
ワイド票数 計1072762 的中 �� 6598（43番人気）�� 1375（98番人気）�� 14569（21番人気）
3連複票数 計2967333 的中 ��� 2238（223番人気）
3連単票数 計3793635 的中 ��� 325（1468番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．0―11．7―11．0―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．0―47．0―58．7―1：09．7―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．6
3 4（6，13）1，11（2，16）（10，12）（9，14）（7，3，5）（8，15） 4 4（6，13）1（2，11）16，10（7，12）（9，14）（3，5）（8，15）

勝馬の
紹 介

ハーレムライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2017．8．20 新潟4着

2015．2．20生 牝4鹿 母 マ ク リ ス 母母 マツクホープ 15戦4勝 賞金 68，586，000円
〔制裁〕 アルーシャ号の騎手杉原誠人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

プロディガルサン号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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 シベリアンスパーブ号・ストーミーシー号・リライアブルエース号

14048 5月5日 晴 良 （1新潟1） 第4日 第12競走 ��1，200�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 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
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 菱田 裕二市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 476＋ 41：11．3 30．5�

46 モルゲンロート 牡6鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 21：11．4� 7．3�
34 ヒルノデンハーグ �7栗 57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480－ 41：11．5� 87．4�
22 ディーズフェイク 牝4青鹿55 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 482＋ 6 〃 アタマ 16．3�
57 フォーティプリンス 牡5栗 57 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 474＋101：11．71� 11．9�
814	 ゼットマックイーン 牡6鹿 57 木幡 巧也	フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 458＋ 21：11．8
 28．0

33 � ボーサンシー 牡6栗 57 岩田 望来吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

546＋18 〃 アタマ 14．3�
45 メイショウバイタル 牡4青鹿57 西村 淳也松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 506＋ 2 〃 ハナ 6．3�
712 サンビショップ �7栗 57 横山 武史	三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 472－ 41：11．9クビ 59．1
58 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 杉原 誠人	ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B488－ 2 〃 クビ 19．6�
813 グッドヒューマー 牡5栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 494－ 41：12．11� 2．9�
69 マ ー シ レ ス 牡8栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 460－221：12．31� 119．5�
711 カレンガリアード 牡4黒鹿57 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 468± 01：12．61
 4．5�
11 モンファロン 牡4黒鹿57 中谷 雄太杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 468－ 61：13．23� 38．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，560，900円 複勝： 59，699，700円 枠連： 29，447，900円
馬連： 107，489，800円 馬単： 44，671，500円 ワイド： 70，614，300円
3連複： 152，004，000円 3連単： 203，269，900円 計： 714，758，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 770円 � 250円 � 1，890円 枠 連（4－6） 4，880円

馬 連 �� 13，160円 馬 単 �� 29，410円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 15，580円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 164，500円 3 連 単 ��� 1，060，220円

票 数

単勝票数 計 475609 的中 � 12474（10番人気）
複勝票数 計 596997 的中 � 19076（10番人気）� 76842（3番人気）� 7265（13番人気）
枠連票数 計 294479 的中 （4－6） 4676（18番人気）
馬連票数 計1074898 的中 �� 6328（40番人気）
馬単票数 計 446715 的中 �� 1139（86番人気）
ワイド票数 計 706143 的中 �� 5087（39番人気）�� 1161（87番人気）�� 2918（59番人気）
3連複票数 計1520040 的中 ��� 693（275番人気）
3連単票数 計2032699 的中 ��� 139（1560番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．5―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．3―46．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（9，11）（3，10）8（5，6，13）（1，2，14）12－7－4 4 ・（9，11）（3，10）（5，8，6）（2，14，13）1，12，7－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゲ キ リ ン �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2016．9．17 阪神1着

2014．3．26生 牡5栗 母 ブルーグラスチャッター 母母 Chatter Chatter 20戦4勝 賞金 52，848，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 カレンガリアード号の調教師安田翔伍は，下見所で同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。

ゼットマックイーン号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・12
番）
ディーズフェイク号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・12
番）

※出走取消馬 ガウル号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ソリストサンダー号・メイショウテンセイ号
（非抽選馬） 9頭 アッティーヴォ号・アメイズミー号・クリノレオノール号・ジャスパーウィン号・ショウナンカイドウ号・

ステラルーチェ号・スーパーモリオン号・リガス号・レヴァンテライオン号

３レース目



（1新潟1）第4日 5月5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 173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

201，530，000円
1，300，000円
19，640，000円
1，570，000円
22，240，000円
69，318，500円
5，312，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
346，767，200円
457，634，200円
202，583，000円
743，680，900円
352，303，400円
498，119，400円
1，097，109，400円
1，436，496，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，134，693，600円

総入場人員 18，219名 （有料入場人員 16，390名）
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