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14073 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第1競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走9時50分 （芝・外内）

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

46 オールマンリバー 牡7黒鹿60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508－ 23：08．7 2．9�
712 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 502＋ 2 〃 アタマ 2．2�
58 � ストレイライトラン 牡4黒鹿59 金子 光希 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 486－ 83：09．65 117．2�
69 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 436－ 23：09．7� 23．3�
814 メイクアップ 牡8栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 496＋123：09．91� 23．4�
813 ソニックセンス 牡5鹿 60 北沢 伸也奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 500± 03：10．0� 92．6	
57 ロジチャリス 牡7栗 60 石神 深一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548－ 43：10．63	 11．2

33 ヒ ダ ロ マ ン 牝6黒鹿58 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 500－ 43：10．7� 15．5�
11 ダブルコーク 牡8黒鹿60 上野 翔�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492＋ 83：10．8	 44．6�
610 モルドレッド 牡4鹿 59 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 498＋ 23：11．22 79．6
45 ラハトケレブ 牡6鹿 60 植野 貴也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B490－ 23：11．62	 26．7�
22 テイエムフタエマル 牝7鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 492± 03：11．81	 13．6�
34 リネンソング 牡6黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 472－ 63：17．8大差 188．1�
711 ニシノオクタゴン 牡4青鹿59 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 484＋ 4 （競走中止） 17．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，769，400円 複勝： 20，500，900円 枠連： 6，521，000円
馬連： 23，501，400円 馬単： 13，212，000円 ワイド： 18，252，100円
3連複： 39，832，300円 3連単： 50，570，200円 計： 185，159，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 1，580円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 5，460円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 43，590円

票 数

単勝票数 計 127694 的中 � 34642（2番人気）
複勝票数 計 205009 的中 � 56084（2番人気）� 74719（1番人気）� 1295（13番人気）
枠連票数 計 65210 的中 （4－7） 15710（1番人気）
馬連票数 計 235014 的中 �� 64630（1番人気）
馬単票数 計 132120 的中 �� 15241（2番人気）
ワイド票数 計 182521 的中 �� 36535（1番人気）�� 693（48番人気）�� 794（44番人気）
3連複票数 計 398323 的中 ��� 2278（43番人気）
3連単票数 計 505702 的中 ��� 841（122番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 50．2－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

オールマンリバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．3．27生 牡7黒鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 ニシノオクタゴン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイヤグラム号・タニノミステリー号
（非抽選馬） 1頭 トッコディルーチェ号

14074 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

牝；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

47 アレグレモエティー 牝3芦 54
53 ☆森 裕太朗斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 446－ 61：56．3 9．3�

815 エイシンコロンビア 牝3黒鹿54 津村 明秀�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462＋ 8 〃 クビ 6．1�
58 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± 0 〃 アタマ 4．5�
712 チアフルローズ 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 61：56．61� 2．7�

611 オーマイラヴ 牝3黒鹿54 吉田 隼人薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 436－ 81：57．87 13．8�
46 リ ン ラ ン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 	社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 4 〃 アタマ 11．9


34 ス テ リ ー ナ 牝3黒鹿 54
52 △野中悠太郎 	シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 450± 01：58．33 15．2�

11 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 428＋ 8 〃 クビ 51．7�
814 キタノハピネス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 432＋101：58．4クビ 332．8
22 エスカルラータ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史�G1レーシング 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440－ 41：59．03� 83．8�
610 ヴィオラピューロ 牝3栗 54 �島 克駿西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 クビ 28．8�
59 キ ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 荻野 極	桜井牧場 高木 登 新ひだか 桜井牧場 462＋ 41：59．1クビ 62．7�
35 カフェソサエティ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522 ―1：59．63 12．7�

23 エンゼルサンライズ 牝3鹿 54
52 △西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 428－ 42：00．13 135．7�

713 チャームアゲン 牝3栗 54 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 日高 シンボリ牧場 466－132：00．63 338．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，185，600円 複勝： 25，280，100円 枠連： 7，983，800円
馬連： 27，793，600円 馬単： 15，272，500円 ワイド： 22，856，300円
3連複： 40，842，600円 3連単： 46，318，400円 計： 202，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 190円 � 170円 枠 連（4－8） 2，250円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 740円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 30，860円

票 数

単勝票数 計 161856 的中 � 13813（4番人気）
複勝票数 計 252801 的中 � 22439（4番人気）� 35717（3番人気）� 43083（2番人気）
枠連票数 計 79838 的中 （4－8） 2745（14番人気）
馬連票数 計 277936 的中 �� 6133（14番人気）
馬単票数 計 152725 的中 �� 1525（31番人気）
ワイド票数 計 228563 的中 �� 4610（16番人気）�� 7893（6番人気）�� 10953（4番人気）
3連複票数 計 408426 的中 ��� 8354（11番人気）
3連単票数 計 463184 的中 ��� 1088（99番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．0―13．9―13．3―13．0―13．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―51．3―1：04．6―1：17．6―1：30．7―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アレグレモエティー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2018．11．3 京都6着

2016．5．16生 牝3芦 母 ローズカーニバル 母母 Minden Rose 6戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 エスカルラータ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

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

611 グ ラ ウ ク ス �3栗 56
53 ▲斎藤 新 �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± 01：12．9 3．5�
815 デスティニープラン 牡3栗 56

54 △西村 淳也三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド B462＋121：13．32� 5．8�
23 マイネルナイペス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 81：13．61� 3．6�
46 イッツザファースト 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 61：13．7� 3．6�
58 カメットテソーロ 牡3鹿 56 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 B520＋ 31：13．91� 50．6	
22 スリーサンコーズ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 438± 0 〃 アタマ 96．6

610 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 456－ 4 〃 アタマ 39．3�
712 スターオブザナイル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 502 ―1：14．11� 30．4�
35 ヴ ァ ル ス 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大�BijouRacing 土田 稔 日高 槇本牧場 B528－ 61：14．31 115．7
59 アルジェブラ 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524＋161：14．62 12．2�

34 ランスフォード 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也吉田 勝己氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：14．7� 43．1�

713 バ ブ リ ン 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 434－101：14．91 47．9�

11 ノヴァメンテ 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 宮内牧場 538 ―1：15．53� 128．3�
814 コンテナラッシュ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治住谷 孝一氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 506＋ 41：17．4大差 55．6�
47 エリーブリーズ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士谷川 正純氏 石毛 善彦 むかわ ヤマイチ牧場 400－ 81：17．61 518．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，369，800円 複勝： 23，104，100円 枠連： 7，916，300円
馬連： 30，390，800円 馬単： 17，840，200円 ワイド： 23，461，700円
3連複： 43，308，100円 3連単： 56，302，900円 計： 221，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 193698 的中 � 43521（1番人気）
複勝票数 計 231041 的中 � 47742（1番人気）� 26344（4番人気）� 43463（3番人気）
枠連票数 計 79163 的中 （6－8） 5770（5番人気）
馬連票数 計 303908 的中 �� 20101（5番人気）
馬単票数 計 178402 的中 �� 5441（10番人気）
ワイド票数 計 234617 的中 �� 13429（4番人気）�� 22366（2番人気）�� 13260（5番人気）
3連複票数 計 433081 的中 ��� 26764（3番人気）
3連単票数 計 563029 的中 ��� 5943（14番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．9―12．2―12．0―13．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ウ ク ス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2018．10．28 京都9着

2016．4．8生 �3栗 母 マサノミネルバ 母母 ハートステイジ 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルナイペス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーブリーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18日まで平地競

走に出走できない。
コンテナラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月18日まで平地
競走に出走できない。

14076 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第4競走 ��3，290�障害4歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）

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 マイブルーヘブン 牡5鹿 61 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 486± 03：35．1 4．5�
711 マイネルクロップ 牡9芦 61 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 516－ 23：35．73� 27．0�
814 パリカラノテガミ 牡8鹿 60 山本 康志嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 458－ 4 〃 ハナ 27．4�
813 ハルキストン 牡4鹿 62 森 一馬若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 454＋ 4 〃 ハナ 1．8�
45 シ ー レ ー ン 牡4鹿 59 白浜 雄造谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468± 03：36．12� 5．7�
69 サンマルホーム 牡9栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440－ 2 〃 クビ 89．4	
34 � シゲルクロカジキ 牡6鹿 61 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 530＋ 63：37．27 30．1

33 トーヨーピース 牡5鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478－ 23：37．52 17．5�
22 � セガールフォンテン 牡9栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 494＋ 23：37．6クビ 68．9�
11 � コ ン コ ー ド 牡7鹿 62 上野 翔林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 536＋103：37．92 42．1
610 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 14．5�
58 トーアディラン �6栗 61 大江原 圭高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482＋103：38．11� 81．6�
712� シンボリダルク 牝6青鹿58 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 484＋ 23：38．41	 153．4�
57 キングジョーカ 牡4鹿 59 大庭 和弥臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 43：39．88 80．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，498，200円 複勝： 17，975，400円 枠連： 9，387，800円
馬連： 23，110，700円 馬単： 15，045，500円 ワイド： 18，538，300円
3連複： 39，608，300円 3連単： 55，205，900円 計： 194，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 690円 � 530円 枠 連（4－7） 2，590円

馬 連 �� 6，450円 馬 単 �� 9，320円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 1，790円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 36，050円 3 連 単 ��� 173，260円

票 数

単勝票数 計 154982 的中 � 27137（2番人気）
複勝票数 計 179754 的中 � 28646（2番人気）� 5978（8番人気）� 8001（7番人気）
枠連票数 計 93878 的中 （4－7） 2803（9番人気）
馬連票数 計 231107 的中 �� 2773（17番人気）
馬単票数 計 150455 的中 �� 1210（25番人気）
ワイド票数 計 185383 的中 �� 2081（22番人気）�� 2694（14番人気）�� 991（45番人気）
3連複票数 計 396083 的中 ��� 824（86番人気）
3連単票数 計 552059 的中 ��� 231（402番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

マイブルーヘブン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．10．1 阪神4着

2014．4．9生 牡5鹿 母 ウルトラペガサス 母母 Bagatelle 障害：7戦3勝 賞金 41，900，000円
〔制裁〕 サンマルホーム号の騎手佐久間寛志は，1コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：7番）
シゲルクロカジキ号の騎手植野貴也は，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10，000円。（被害馬：2
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。
（非抽選馬） 2頭 キャニオンロード号・コスモアルヘナ号



14077 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時15分 （ダート・左）

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 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± 01：54．6 10．6�

23 ハーベストゴールド 牡3栗 56
55 ☆横山 武史平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 442－ 21：55．66 3．8�

713 エストレラブランコ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 B424－ 41：55．7� 14．3�
47 シービークラーケン 牡3芦 56 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 510－ 21：55．8� 2．6�
610 テンプテーション 牡3鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 468＋ 61：56．11� 23．9�
46 ウインドカクテル 牝3栗 54

51 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 444－ 61：56．42 38．7	
59 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B556＋ 21：56．5� 63．6

611 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 446＋ 21：56．6クビ 230．5�
34 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 B458± 0 〃 アタマ 29．3�
58 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± 01：56．91� 4．7
35 スカイファルコン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 21：57．21� 122．3�

22 ヤマカツライアン 牡3鹿 56 長岡 禎仁山田 和夫氏 杉山 晴紀 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B508± 01：58．37 97．8�

814 チュウワエンペラー 牡3栗 56 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 498－ 21：59．15 335．3�
11 ヴァロリザー 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 492－ 81：59．2クビ 11．5�
712 ラ タ ウ ィ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 422－101：59．83� 336．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，536，400円 複勝： 24，443，900円 枠連： 8，040，400円
馬連： 29，241，800円 馬単： 16，941，500円 ワイド： 25，206，800円
3連複： 43，840，600円 3連単： 60，050，400円 計： 227，301，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 250円 � 170円 � 310円 枠 連（2－8） 1，620円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，490円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 58，510円

票 数

単勝票数 計 195364 的中 � 14684（4番人気）
複勝票数 計 244439 的中 � 23922（4番人気）� 44227（3番人気）� 18016（5番人気）
枠連票数 計 80404 的中 （2－8） 3830（6番人気）
馬連票数 計 292418 的中 �� 11055（8番人気）
馬単票数 計 169415 的中 �� 2724（16番人気）
ワイド票数 計 252068 的中 �� 11316（5番人気）�� 4179（19番人気）�� 7205（8番人気）
3連複票数 計 438406 的中 ��� 5059（19番人気）
3連単票数 計 600504 的中 ��� 744（173番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―13．4―13．6―12．8―12．4―13．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．7―51．3―1：04．1―1：16．5―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツスピリット �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．7．7 中京10着

2016．5．7生 牡3黒鹿 母 ヴィクトワール 母母 ラ ハ ン ヌ 13戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラタウィ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18日まで平地競走に出

走できない。
※ラタウィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14078 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第6競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・左・外）
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

12 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 B450＋ 61：48．1 7．3�
24 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 446＋ 6 〃 クビ 7．4�
714 モードフランス 牝3黒鹿54 丹内 祐次吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 434＋ 41：48．2クビ 71．1�
816 スパークオブライフ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 394＋ 41：48．3� 4．5�
47 ル ク リ リ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438＋141：48．62 6．0�
815 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 454－ 2 〃 クビ 53．0	
48 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 412－ 2 〃 ハナ 85．4

612	 オフウィドゥス 牡3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 516＋ 61：48．81
 2．5�
611 ラ ピ タ 牡3青鹿 56

53 ▲岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512 ―1：49．33 20．5
35 ドナブライドル 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442－121：49．62 98．9�

23 クレーリッチェ 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎 �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 400－ 21：49．7クビ 32．8�
510 サトノダイナスティ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 446 ― 〃 アタマ 48．2�
11 トワイライトビギン 牝3鹿 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 452－ 21：50．01� 103．0�
59 カミノシルヴィ 牝3鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 440＋ 41：50．21� 78．8�
713 シオンコタン 牝3鹿 54 勝浦 正樹村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 434－12 〃 アタマ 391．2�
36 フラッグインハート 牡3栗 56 吉田 隼人名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：51．79 37．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，939，300円 複勝： 31，041，800円 枠連： 8，762，400円
馬連： 32，316，000円 馬単： 16，954，300円 ワイド： 28，729，500円
3連複： 44，067，900円 3連単： 56，493，200円 計： 241，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 250円 � 1，150円 枠 連（1－2） 1，740円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 700円 �� 5，610円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 38，030円 3 連 単 ��� 160，610円

票 数

単勝票数 計 229393 的中 � 25052（4番人気）
複勝票数 計 310418 的中 � 43221（3番人気）� 34954（4番人気）� 5631（10番人気）
枠連票数 計 87624 的中 （1－2） 3882（7番人気）
馬連票数 計 323160 的中 �� 12829（7番人気）
馬単票数 計 169543 的中 �� 3199（16番人気）
ワイド票数 計 287295 的中 �� 11185（7番人気）�� 1277（50番人気）�� 1095（55番人気）
3連複票数 計 440679 的中 ��� 869（103番人気）
3連単票数 計 564932 的中 ��� 255（454番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．6―12．6―11．9―11．3―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．3―48．9―1：01．5―1：13．4―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルセリオン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．7．29 新潟9着

2016．1．30生 牡3栗 母 アイアイプリンセス 母母 ユーワジョイナー 11戦1勝 賞金 9，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 トワイライトビギン号・ドナブライドル号・カミノシルヴィ号・シオンコタン号は，「3走成績による出走制限」

のため，令和元年7月18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 ニシノモエ号
（非抽選馬） 1頭 パワポケチャラット号



14079 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第7競走 ��2，200�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・左）

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
2：10．8
2：09．7

良
良

57 パルティアーモ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：16．5 6．4�

56 サトノファクト 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 460 ―2：17．03 6．4�

813 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 454＋ 6 〃 クビ 97．9�

22 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 490－122：17．21� 3．4�
33 フェリスナタール 牡3栗 56 丸山 元気 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 496－12 〃 クビ 3．9	
68 シュテルンシチー 牡3栗 56 荻野 極 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 450－ 42：17．3� 5．0

44 シックガニアン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 448－ 82：17．93� 14．5�
812 シゲルパパラチア 牡3青 56

55 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 田中 剛 日高 モリナガファーム 450＋ 82：18．11� 123．8�
45 サクセスクルーズ 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 416＋ 6 〃 クビ 117．3
710 バベルノトウ 牡3鹿 56 秋山真一郎嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 496± 02：18．63 12．6�
69 ヤマニンスマイリー 牝3栗 54

52 △野中悠太郎土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 444＋ 42：19．02� 65．0�
711 ウインホノカ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 富菜牧場 392± 02：20．17 337．8�
11 タイセイミストラル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治田中 成奉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 504＋ 42：21．05 83．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，006，400円 複勝： 22，188，500円 枠連： 8，411，000円
馬連： 26，799，900円 馬単： 15，760，200円 ワイド： 19，747，000円
3連複： 35，822，700円 3連単： 51，451，400円 計： 199，187，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 230円 � 1，560円 枠 連（5－5） 2，500円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 790円 �� 4，260円 �� 7，610円

3 連 複 ��� 47，130円 3 連 単 ��� 166，520円

票 数

単勝票数 計 190064 的中 � 23560（5番人気）
複勝票数 計 221885 的中 � 35945（3番人気）� 27066（5番人気）� 2797（11番人気）
枠連票数 計 84110 的中 （5－5） 2598（9番人気）
馬連票数 計 267999 的中 �� 8109（11番人気）
馬単票数 計 157602 的中 �� 2748（22番人気）
ワイド票数 計 197470 的中 �� 6756（11番人気）�� 1166（30番人気）�� 647（47番人気）
3連複票数 計 358227 的中 ��� 570（96番人気）
3連単票数 計 514514 的中 ��� 224（362番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―13．3―13．3―12．9―12．7―13．0―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．7―49．0―1：02．3―1：15．2―1：27．9―1：40．9―1：52．9―2：04．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パルティアーモ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．8．19 札幌10着

2016．5．16生 牝3鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※ウインホノカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14080 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第8競走 1，800�4歳以上500万円以下
発走13時45分 （ダート・左）

若手騎手；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

35 エイシンムジカ 牝5栗 55
52 ▲藤田菜七子平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 482± 01：53．6 2．6�

610 トモノコテツ 牡4鹿 57
56 ☆加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 470± 01：53．91� 14．3�

815� ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 小崎 綾也芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 470＋ 81：54．11 7．9�
814 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 荻野 極玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B512－ 21：54．2� 11．3�
58 ダノンテアトロ 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：54．3� 34．9�
47 スマートウェールズ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 462－ 6 〃 ハナ 17．5	
611 ヴェルトゥアル 牡4鹿 57 伴 啓太 
シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 クビ 35．3�
11 アポロプリンセス 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B480± 01：54．4� 6．1�
46 ペイシャリサ 牝5栗 55

53 △野中悠太郎北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 492－ 21：54．61� 16．0
23 ア ル カ サ ル �6青鹿 57

56 ☆横山 武史 
サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 530＋10 〃 アタマ 6．3�
34 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

56 ☆森 裕太朗節 英司氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 524＋ 61：55．02 115．1�
22 � タキオンレイ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 482－ 61：55．1� 79．6�
713 デルマアブサン 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 468－ 61：55．31� 318．7�
712 セレブレイトソング �7栗 57

55 △西村 淳也 
キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B486－ 81：55．4クビ 22．2�
59 ミッキークロス 牝5青鹿 55

52 ▲木幡 育也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：56．89 34．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，989，400円 複勝： 35，071，700円 枠連： 10，801，500円
馬連： 36，517，300円 馬単： 21，840，900円 ワイド： 31，603，500円
3連複： 56，801，700円 3連単： 74，140，400円 計： 290，766，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 330円 � 220円 枠 連（3－6） 1，710円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 970円 �� 550円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 24，880円

票 数

単勝票数 計 239894 的中 � 71174（1番人気）
複勝票数 計 350717 的中 � 101929（1番人気）� 20145（6番人気）� 35750（3番人気）
枠連票数 計 108015 的中 （3－6） 4869（5番人気）
馬連票数 計 365173 的中 �� 11922（7番人気）
馬単票数 計 218409 的中 �� 4424（10番人気）
ワイド票数 計 316035 的中 �� 8177（9番人気）�� 15300（3番人気）�� 6953（11番人気）
3連複票数 計 568017 的中 ��� 8587（11番人気）
3連単票数 計 741404 的中 ��� 2160（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―13．4―13．1―12．3―12．6―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．4―1：03．5―1：15．8―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
15，10（7，14）（8，5）1，9（4，6，12）13（2，3）11
15（10，14）（7，8，5）（1，12）（4，6，13）－（2，11）3，9

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

勝馬の
紹 介

エイシンムジカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Barathea デビュー 2017．4．2 阪神5着

2014．2．12生 牝5栗 母 マ ー ゼ リ ン 母母 Juno Marlowe 13戦2勝 賞金 32，300，000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。
（非抽選馬） 2頭 ショウザドリーム号・フッカツノノロシ号



14081 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第9競走 ��1，200�4歳以上500万円以下
発走14時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

58 シ ス ル 牝4青 55
54 ☆木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 490－ 81：11．9 6．6�

814 レッドシャーロット 牝4鹿 55
52 ▲斎藤 新 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466－ 21：12．43 2．8�

712 サイドストリート 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 478－ 41：12．82� 5．6�

34 クインズカトレア 牝4鹿 55
54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 434－ 2 〃 クビ 18．6�

11 � エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500± 01：13．01� 34．2�
815� クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460＋ 4 〃 クビ 71．4	
713 シュピールカルテ 牝5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B474＋ 61：13．31	 9．5

59 メイショウルクール 牝4鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 474＋ 61：13．61	 8．4�
610 ラッシュハート 牝5鹿 55 菱田 裕二小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 430＋ 8 〃 アタマ 34．9�
22 ルソンデュレーヴ 牝4鹿 55 丸山 元気 シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：13．7	 9．0�
46 � カネトシレーヌ 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 462＋ 61：13．8クビ 36．0�
35 ル リ ハ リ 牝4黒鹿 55

53 △野中悠太郎 ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 4 〃 アタマ 78．4�
23 テトラクォーク 牝4鹿 55 津村 明秀 キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：14．22 16．3�
47 カシノクオーレ 牝4鹿 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 468－ 6 〃 クビ 319．7�
611 パ ス ト ラ ル 牝5黒鹿55 荻野 極岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：15．15 465．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，058，800円 複勝： 35，071，500円 枠連： 13，566，000円
馬連： 42，592，700円 馬単： 20，952，000円 ワイド： 31，542，200円
3連複： 60，714，000円 3連単： 73，558，700円 計： 303，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 140円 � 190円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 420円 �� 540円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 250588 的中 � 30181（3番人気）
複勝票数 計 350715 的中 � 39939（4番人気）� 74541（1番人気）� 45789（2番人気）
枠連票数 計 135660 的中 （5－8） 20239（1番人気）
馬連票数 計 425927 的中 �� 30138（2番人気）
馬単票数 計 209520 的中 �� 6782（5番人気）
ワイド票数 計 315422 的中 �� 19124（2番人気）�� 14261（5番人気）�� 22926（1番人気）
3連複票数 計 607140 的中 ��� 33975（1番人気）
3連単票数 計 735587 的中 ��� 5810（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．7―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―47．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ス ル �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．1 福島3着

2015．4．18生 牝4青 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 13戦2勝 賞金 26，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 セレナライティア号・ポップスフラッシュ号・ミフトゥーロ号・ヨドノローズ号

14082 5月18日 晴 良 （1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 210，000円 60，000円 30，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 シ フ ル マ ン 牡3芦 56 吉田 隼人�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 492－101：46．8 2．5�
11 マイネルミュトス 牡3青 56 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 61：47．22� 5．1�
66 ジャストアジゴロ 牡3黒鹿56 津村 明秀原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 452＋ 41：47．41	 4．6�
55 ウインメルシー 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 21：47．61	 8．5�
77 マジストラル 牡3鹿 56 川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B484± 01：47．8
 14．7	
88 カフジジュピター 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 61：48．12 11．9

33 ナックゼウス 牡3栗 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 480－101：48．31	 169．9�
44 ベストタッチダウン 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466＋ 81：48．72 37．5�
89 ジャストマリッジ 牝3栗 54 西村 淳也 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 420－ 41：49．44 6．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，169，300円 複勝： 36，364，100円 枠連： 8，966，500円
馬連： 46，794，700円 馬単： 27，445，600円 ワイド： 31，670，200円
3連複： 59，525，400円 3連単： 110，104，500円 計： 352，040，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（1－2） 690円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 350円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 311693 的中 � 96642（1番人気）
複勝票数 計 363641 的中 � 88254（1番人気）� 61943（3番人気）� 70518（2番人気）
枠連票数 計 89665 的中 （1－2） 10040（3番人気）
馬連票数 計 467947 的中 �� 53375（2番人気）
馬単票数 計 274456 的中 �� 19201（2番人気）
ワイド票数 計 316702 的中 �� 35687（2番人気）�� 36591（1番人気）�� 21052（5番人気）
3連複票数 計 595254 的中 ��� 60078（1番人気）
3連単票数 計1101045 的中 ��� 27502（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．9―11．9―12．2―11．7―11．2―10．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．3―48．2―1：00．4―1：12．1―1：23．3―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．7
3 5－4，2（6，9）（1，7，8）3 4 5－4，2（6，9）（1，7，8）3

勝馬の
紹 介

シ フ ル マ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 京都4着

2016．2．16生 牡3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 7戦2勝 賞金 26，899，000円

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　フラワープリンセス号は，競走中に疾病〔左第 3中手骨遠位剥離骨折〕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。



14083 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第11競走 ��
��1，200�

だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1000万円以下；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
1：07．5
1：06．5

良
良

714 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462＋ 21：09．7 5．0�
36 メイラヴェル 牝4鹿 55 丸山 元気千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：09．8� 14．8�
59 シセイヒテン 牡4青 57 柴山 雄一猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 442－ 21：09．9	 3．1�
24 
 ズ ア ー 牡5鹿 57 川又 賢治吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 512＋ 8 〃 ハナ 5．9�
11 ダノンハイパワー 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 502－ 21：10．0	 21．2	
48 サラドリーム 牝4黒鹿55 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 428－ 6 〃 クビ 27．1

510� ノヴァルーナ 牝5鹿 55 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 464－ 41：10．1� 49．7�
612 ケ ワ ロ ス 牝4鹿 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 444－ 6 〃 ハナ 41．3�
713 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 吉田 隼人横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 464＋ 41：10．2クビ 27．2
35 グッドジュエリー 牝4芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 464＋161：10．41� 11．1�
23 プリティマックス 牝5栗 55 横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 434－ 4 〃 アタマ 58．2�
815 ニシノラディアント 牡6鹿 57 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482－ 81：10．61� 10．2�
47 リノワールド 牝4栗 55 横山 和生星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 418＋ 8 〃 ハナ 187．9�
611� シゲルノマオイ 牡7栗 57 木幡 巧也森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 482－ 4 〃 クビ 98．1�
12 セイウンリリシイ 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 81：10．7クビ 12．5�
816 サンライズカナロア 牡4黒鹿57 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 464－ 21：12．9大差 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，673，200円 複勝： 63，987，800円 枠連： 32，799，900円
馬連： 144，007，100円 馬単： 55，444，600円 ワイド： 79，411，300円
3連複： 210，622，300円 3連単： 243，500，700円 計： 875，446，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 380円 � 140円 枠 連（3－7） 1，590円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 390円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 456732 的中 � 72781（2番人気）
複勝票数 計 639878 的中 � 84594（2番人気）� 31984（8番人気）� 153877（1番人気）
枠連票数 計 327999 的中 （3－7） 15927（7番人気）
馬連票数 計1440071 的中 �� 27658（15番人気）
馬単票数 計 554446 的中 �� 6061（24番人気）
ワイド票数 計 794113 的中 �� 14106（15番人気）�� 56902（1番人気）�� 19238（9番人気）
3連複票数 計2106223 的中 ��� 38248（8番人気）
3連単票数 計2435007 的中 ��� 6038（68番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ リ ー バ ー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．3 東京3着

2015．1．26生 牝4黒鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 21戦3勝 賞金 64，764，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズカナロア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スーパーモリオン号・ディアサルファー号・ピースユニヴァース号
（非抽選馬） 2頭 プッシュアゲン号・マリエラ号

14084 5月18日 晴 良 （1新潟1） 第7日 第12競走 ��
��1，000�

ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走16時00分 （芝・直線）
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 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 B500－ 2 55．1 2．6�
713 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 �島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490± 0 55．42 33．5�
48 アルミューテン 牝5栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 504＋ 8 〃 クビ 8．6�
23 トーホウレジーナ 牝5栗 55 秋山真一郎東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 6 〃 アタマ 13．0�
714 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 荻野 極土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 466＋ 2 55．71	 13．7	
815 ザベストエバー 牡5黒鹿57 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464± 0 55．91 7．5

59 ハッピーランラン 牝5鹿 55 斎藤 新馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500± 0 〃 クビ 13．2�
611 フジマサアクトレス 牝6鹿 55 木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B472－ 4 56．21	 13．9�
510 パ ッ ポ ー ネ 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 484－ 4 〃 ハナ 33．8
11 テンプルツリー 牝6鹿 55 藤田菜七子山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 森 牧場 454－13 〃 クビ 56．8�
36 サフランブーケ 牝4鹿 55 西村 淳也海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 452＋ 8 56．51	 227．2�
12 
 アメリカズハート 牝4栗 55 菱田 裕二栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 472＋14 〃 ハナ 34．3�
24 
 シュバルツブリッツ �4黒鹿57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 井高牧場 414－10 56．71� 180．8�
47 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 56．8 6．0�
35 
 シーイズチャンプ 牝5鹿 55 柴山 雄一ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋12 56．9 28．4�
612 ヴァローレネロ 牡4青 57 津村 明秀程田 真司氏 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 456＋ 6 57．32 85．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，881，800円 複勝： 51，958，300円 枠連： 29，721，100円
馬連： 97，057，000円 馬単： 43，168，300円 ワイド： 63，398，000円
3連複： 160，232，400円 3連単： 197，085，800円 計： 687，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 740円 � 310円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 690円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 14，500円 3 連 単 ��� 67，780円

票 数

単勝票数 計 448818 的中 � 135501（1番人気）
複勝票数 計 519583 的中 � 127479（1番人気）� 13669（11番人気）� 38110（6番人気）
枠連票数 計 297211 的中 （7－8） 25756（3番人気）
馬連票数 計 970570 的中 �� 15262（18番人気）
馬単票数 計 431683 的中 �� 4221（28番人気）
ワイド票数 計 633980 的中 �� 10196（17番人気）�� 24674（6番人気）�� 4945（39番人気）
3連複票数 計1602324 的中 ��� 8283（46番人気）
3連単票数 計1970858 的中 ��� 2108（210番人気）

ハロンタイム 12．1―10．1―10．4―10．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．2―32．6―43．1

上り4F43．0－3F32．9
勝馬の
紹 介

キョウワヒラリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．1．17 京都12着

2014．4．7生 牝5鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー 21戦2勝 賞金 36，182，000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 アースミステリー号・セイウンアカマイ号・バーミーブリーズ号・ポルボローネ号



（1新潟1）第7日 5月18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 173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

184，330，000円
16，200，000円
1，460，000円
20，350，000円
69，016，500円
6，127，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
296，077，600円
386，988，100円
152，877，700円
560，123，000円
279，877，600円
394，416，900円
835，218，300円
1，074，782，500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 3，980，361，700円

総入場人員 8，823名 （有料入場人員 7，593名）
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