
14077 5月24日 晴 稍重 （26新潟1）第7日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 シングルカスク 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 420－ 21：12．8 5．0�

58 プレフェリート 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：12．9� 4．7�
712 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B448＋16 〃 ハナ 88．7�
23 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452± 01：13．11� 33．3�
22 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：13．2クビ 2．7	
610 フルアヘッド 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 474＋ 4 〃 クビ 36．5

815 コートリーラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 434± 01：13．51� 6．7�
713 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 446＋ 41：13．92� 280．4�
611 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 446－ 41：14．11� 10．1
35 トキノスターライト 牝3栗 54 平野 優田中 準市氏 奥村 武 新冠 川上牧場 B450－ 31：14．31 13．5�
34 ウインクラージュ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 61：14．51 69．0�
11 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 434－ 41：14．6� 202．3�
46 ブラックソヴリン 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450± 0 〃 クビ 20．5�
47 イケイケヒカル 牝3栗 54 菅原 隆一田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 村上 欽哉 430－ 41：14．81 106．1�
814 ス ペ ー ラ 牝3鹿 54 森 一馬鈴木 孝雄氏 和田 雄二 日高 法理牧場 420＋ 81：15．22� 234．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，431，600円 複勝： 28，655，900円 枠連： 8，459，500円
馬連： 24，725，000円 馬単： 18，358，700円 ワイド： 14，687，600円
3連複： 35，622，400円 3連単： 61，466，500円 計： 209，407，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 210円 � 1，590円 枠 連（5－5） 1，540円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 630円 �� 4，830円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 27，300円 3 連 単 ��� 111，730円

票 数

単勝票数 計 174316 的中 � 27966（3番人気）
複勝票数 計 286559 的中 � 37366（4番人気）� 42987（2番人気）� 3603（11番人気）
枠連票数 計 84595 的中 （5－5） 4080（7番人気）
馬連票数 計 247250 的中 �� 11886（5番人気）
馬単票数 計 183587 的中 �� 4595（10番人気）
ワイド票数 計 146876 的中 �� 6225（6番人気）�� 719（41番人気）�� 1062（32番人気）
3連複票数 計 356224 的中 ��� 963（72番人気）
3連単票数 計 614665 的中 ��� 406（313番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．5―12．3―12．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．2―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングルカスク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．26 東京5着

2011．4．3生 牝3黒鹿 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 7戦1勝 賞金 8，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラスタディケイ号

14078 5月24日 晴 良 （26新潟1）第7日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

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

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

23 プレストウィック 牡3芦 56 津村 明秀有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 510－102：28．5 8．1�
612 トゥインクル 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 450－ 4 〃 ハナ 7．2�
36 マイネルフレスコ 牡3栗 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：28．71� 8．7�
11 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 杉原 誠人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 436－ 42：28．8� 14．6�
47 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 452－102：28．9クビ 3．4�
510 イントゥレジェンド 牡3栗 56 田中 博康	ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 480－ 6 〃 ハナ 147．1

59 プルママルカ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－16 〃 ハナ 3．6�
24 アバンダンティア 牝3鹿 54 菱田 裕二永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 522＋142：29．0� 10．0�
12 マイケルチョウサン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B474± 02：29．1クビ 16．3
815 メイケイハリケーン �3鹿 56 竹之下智昭名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 464－ 22：29．73� 46．3�
713 マイネルクロノス 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 62：30．76 61．7�
35 カネコメシルキー 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 B450± 02：31．23 121．5�
816 メーリングキャット 牝3鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：31．62� 81．7�
611 スナークパール 牝3黒鹿54 高倉 稜杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 478＋ 62：33．09 239．6�
714 ヒ ト シ レ ズ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B460± 02：33．95 286．2�
48 ヒシスカイガイ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也阿部 雅英氏 久保田貴士 新冠 飛渡牧場 486± 02：34．75 131．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，995，200円 複勝： 22，644，400円 枠連： 6，951，100円
馬連： 19，979，500円 馬単： 14，508，000円 ワイド： 12，397，100円
3連複： 31，837，900円 3連単： 50，143，200円 計： 175，456，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 300円 � 220円 � 270円 枠 連（2－6） 1，680円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，680円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 78，240円

票 数

単勝票数 計 169952 的中 � 16719（4番人気）
複勝票数 計 226444 的中 � 18829（5番人気）� 29315（3番人気）� 21912（4番人気）
枠連票数 計 69511 的中 （2－6） 3054（9番人気）
馬連票数 計 199795 的中 �� 5337（13番人気）
馬単票数 計 145080 的中 �� 1300（30番人気）
ワイド票数 計 123971 的中 �� 3107（13番人気）�� 1790（24番人気）�� 2491（15番人気）
3連複票数 計 318379 的中 ��� 1703（46番人気）
3連単票数 計 501432 的中 ��� 473（246番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．3―12．3―12．9―13．3―13．5―13．0―12．1―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―34．9―47．2―1：00．1―1：13．4―1：26．9―1：39．9―1：52．0―2：04．0―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡3芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔その他〕 ヒシスカイガイ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒトシレズ号・ヒシスカイガイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月24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 サンアンドムーン号


