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14001 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：06．0良

610 キングブラーボ 牡7黒鹿60 森 一馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 530± 03：08．1 3．6�
34 タイヨウロマン 牡4栗 59 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 462－ 63：08．95 8．5�
22 � ジャマスルナ 牡4黒鹿59 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B486＋ 83：09．22 46．4�
69 クリノキングムーン 牡4黒鹿59 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 426－ 23：09．83� 5．5�
45 ユールドゥー 牡4鹿 59 上野 翔小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 490± 03：09．9� 144．5�
58 シャドウカラーズ 牝4鹿 57 山本 康志飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464＋ 43：10．53� 10．4	
11 キープトライン 牡5鹿 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B492－ 43：10．6� 14．4

712 ダノンウィスラー 牡7鹿 60 植野 貴也�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 462－ 23：11．34 7．2�
33 カシノランナウェイ �5栗 60 黒岩 悠柏木 務氏 池添 学 鹿児島 柏木 務 496－ 43：11．51� 3．6�
711 フ リ メ ー ル 牝4栗 57 鈴木 慶太ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 428－ 23：11．92� 68．4�
46 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 57 草野 太郎内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 474－103：12．1� 133．6�
57 トーアイタダキ 牡4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 448－ 63：12．31� 45．0�
813 アンゲネーム �7鹿 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 482－ 43：12．83 44．4�
814 グランデアリュール �5鹿 60 田村 太雅吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494± 03：15．9大差 103．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 8，219，400円 複勝： 11，415，700円 枠連： 8，824，300円
馬連： 19，936，400円 馬単： 13，241，600円 ワイド： 11，213，600円
3連複： 31，316，900円 3連単： 42，293，400円 計： 146，461，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 280円 � 1，190円 枠 連（3－6） 290円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，190円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 29，210円 3 連 単 ��� 116，580円

票 数

単勝票数 計 82194 的中 � 17931（2番人気）
複勝票数 計 114157 的中 � 27854（1番人気）� 9579（5番人気）� 1785（10番人気）
枠連票数 計 88243 的中 （3－6） 22913（1番人気）
馬連票数 計 199364 的中 �� 10773（5番人気）
馬単票数 計 132416 的中 �� 4015（8番人気）
ワイド票数 計 112136 的中 �� 5376（4番人気）�� 874（31番人気）�� 512（43番人気）
3連複票数 計 313169 的中 ��� 804（68番人気）
3連単票数 計 422934 的中 ��� 263（284番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 49．9－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブラーボ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー 2011．4．9 阪神8着

2008．4．26生 牡7黒鹿 母 シェラムール 母母 ニコールモナムール 障害：4戦1勝 賞金 10，600，000円
※グランデアリュール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14002 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1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

46 ブルールーク 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 476＋ 81：53．3 1．5�
34 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 512－ 21：54．57 7．6�
712 マイネルライヒ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 544＋141：54．71 8．4�
611 レッツイットラン 牡3栗 56 川須 栄彦深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 470± 0 〃 クビ 22．8�
713 シンプリースパーブ 牡3鹿 56 津村 明秀水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474± 01：54．91� 10．5�
47 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 41：55．32� 59．8	
35 ジョーハリス 牡3鹿 56 松田 大作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 斉藤スタッド 430－ 6 〃 ハナ 171．6

22 コンクエストシチー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466－ 2 〃 ハナ 20．5�
11 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 466＋ 21：55．93� 38．1�
58 スパークルゴールド 牡3鹿 56 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 432＋ 61：56．11� 286．4
610 メイショウユメハチ 牡3青鹿 56

53 ▲�島 克駿松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 506＋ 41：56．84 30．9�
814 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 464＋ 21：57．33 494．7�
59 モエレプロシード 牡3鹿 56 丸山 元気中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 522＋141：57．4� 59．3�
815 ホウザンゴッド 牡3栗 56 的場 勇人加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 490± 0 〃 ハナ 249．3�
23 キングダッシュ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 498± 0 〃 ハナ 12．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，481，900円 複勝： 48，879，900円 枠連： 10，190，800円
馬連： 29，568，300円 馬単： 21，384，400円 ワイド： 18，899，800円
3連複： 40，696，600円 3連単： 63，080，300円 計： 252，182，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（3－4） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 194819 的中 � 98355（1番人気）
複勝票数 計 488799 的中 � 331639（1番人気）� 35953（2番人気）� 21315（4番人気）
枠連票数 計 101908 的中 （3－4） 15799（2番人気）
馬連票数 計 295683 的中 �� 43335（1番人気）
馬単票数 計 213844 的中 �� 21220（1番人気）
ワイド票数 計 188998 的中 �� 24032（1番人気）�� 13021（3番人気）�� 4774（10番人気）
3連複票数 計 406966 的中 ��� 19250（2番人気）
3連単票数 計 630803 的中 ��� 9249（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．9―13．4―12．8―12．4―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．7―50．1―1：02．9―1：15．3―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（6，11）（2，13）－（10，14）（3，5，12）（1，7，9，15）－8，4
6（11，13）12（2，9）－15－7，14（3，5，10，4）1，8

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

勝馬の
紹 介

ブルールーク �
�
父 サムライハート �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．11．15 東京4着

2012．3．1生 牡3鹿 母 クイーンガバナンス 母母 ガ バ ー ナ 7戦1勝 賞金 9，350，000円
〔制裁〕 ニホンピロアモーレ号の騎手義英真は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金50，000円。

コンクエストシチー号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）について戒告。
※ニホンピロアモーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 新潟競馬 第１日



14003 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

22 メイスンヴィーナス 牝3栗 54 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 470＋ 21：12．5 6．9�
712 ファミリーズオナー 牝3栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 白瀬 盛雄 460＋ 21：12．6� 14．3�
23 ソサエティクイーン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432－ 81：13．34 7．4�

35 レーヴシャルマン 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 アタマ 4．9�

46 マルトクビクトリー 牝3鹿 54
51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 454－ 4 〃 クビ 8．0�

713 ドナソレイユ 牝3鹿 54 丸山 元気山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 436＋ 61：13．51� 4．0	
34 テ ヅ ク リ 牝3栗 54 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 428－ 71：13．92� 100．1

59 ブルーライトクロス 牝3鹿 54 川須 栄彦佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 490＋ 2 〃 ハナ 66．9�
11 ノ ブ ロ ー ズ 牝3栗 54 松田 大作前田 亘輝氏 昆 貢 様似 堀 弘康 420－ 21：14．0� 10．4�
611 クリノタンヤオ 牝3栗 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 436－ 21：14．1� 167．5
815 ウニヴェルソ 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 21：14．31� 27．5�
610 リキサンフロール 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 454 ― 〃 アタマ 95．6�
814 エヴリホープ 牝3栗 54 丸田 恭介�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 430－ 21：14．4� 6．8�
47 フ ク ム ス メ 牝3鹿 54 高倉 稜西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 396－ 41：15．35 239．8�
58 サンモンロー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 武井 亮 新ひだか 神垣 道弘 434＋121：15．83 197．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，069，400円 複勝： 19，687，200円 枠連： 8，842，000円
馬連： 25，585，000円 馬単： 15，821，900円 ワイド： 16，034，900円
3連複： 33，914，700円 3連単： 45，413，900円 計： 178，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 630円 � 220円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 740円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，000円 3 連 単 ��� 89，470円

票 数

単勝票数 計 130694 的中 � 14979（4番人気）
複勝票数 計 196872 的中 � 22830（5番人気）� 6870（9番人気）� 25426（3番人気）
枠連票数 計 88420 的中 （2－7） 10554（1番人気）
馬連票数 計 255850 的中 �� 3879（24番人気）
馬単票数 計 158219 的中 �� 1632（38番人気）
ワイド票数 計 160349 的中 �� 3100（19番人気）�� 5790（10番人気）�� 1442（30番人気）
3連複票数 計 339147 的中 ��� 1695（55番人気）
3連単票数 計 454139 的中 ��� 368（313番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイスンヴィーナス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．8．17 札幌12着

2012．3．30生 牝3栗 母 スタートウショウ 母母 ヌエボトウショウ 8戦1勝 賞金 7，500，000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 マケナイデ号

14004 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第4競走 ��2，890�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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：06．0良

22 タ ナ ト ス 牡7黒鹿60 白浜 雄造榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462± 03：06．9 2．8�
58 ラ ス テ ラ 牝4鹿 57 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 476＋ 63：07．0� 15．3�
33 ハヤブサゴッド 牡4鹿 59 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 03：07．42� 31．3�
45 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 林 満明田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 480＋ 63：07．61� 48．1�
712 ダンツミュータント 牡6青鹿62 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442＋ 23：07．91� 7．1�
814 グリッターウイング 牡8栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－ 23：08．21� 15．4�
46 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 中村 将之奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 470± 03：08．41 22．6	
813 オーヴァージョイド 牡7鹿 60 北沢 伸也 
サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 534－ 6 〃 ハナ 5．6�
57 ニジノハヤテ 牡5黒鹿60 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 三石ファーム 476＋ 4 〃 クビ 200．3�
69 ホッコーゼニト 牡6鹿 60 平沢 健治矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 462－123：08．5クビ 19．7
11 アムールクエスト 牡6鹿 62 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474＋ 4 〃 アタマ 11．2�
711	 クリノテンペスタ 牡8栗 60 上野 翔栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 484－ 83：08．6� 271．4�
610 アドマイヤサイモン 牡7栗 60 黒岩 悠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 472＋ 23：08．7� 18．7�
34 ウインアルカディア 牡5栗 60 佐久間寛志�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 522－16 （競走中止） 6．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，470，700円 複勝： 16，022，900円 枠連： 10，317，700円
馬連： 24，432，900円 馬単： 15，038，600円 ワイド： 14，716，900円
3連複： 37，918，700円 3連単： 49，188，900円 計： 181，107，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 180円 � 330円 � 530円 枠 連（2－5） 2，580円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，200円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 20，800円 3 連 単 ��� 94，090円

票 数

単勝票数 計 134707 的中 � 38061（1番人気）
複勝票数 計 160229 的中 � 29719（1番人気）� 11927（6番人気）� 6566（11番人気）
枠連票数 計 103177 的中 （2－5） 3096（14番人気）
馬連票数 計 244329 的中 �� 6913（9番人気）
馬単票数 計 150386 的中 �� 2573（12番人気）
ワイド票数 計 147169 的中 �� 3885（9番人気）�� 1704（32番人気）�� 1228（45番人気）
3連複票数 計 379187 的中 ��� 1367（83番人気）
3連単票数 計 491889 的中 ��� 379（371番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．3－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

タ ナ ト ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．7 京都1着

2008．4．12生 牡7黒鹿 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 ウインアルカディア号は，5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アグネスハイヤー号・エクセリオン号・テイエムセイリュウ号・トーセンプラチナ号・ニジブルーム号・

ミヤコデラックス号



14005 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

24 スターリーウインド 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 468 ―1：35．7 5．6�
23 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 468－ 41：35．8� 3．7�
59 テイエムセキハン 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 456－ 81：36．54 32．0�
815 コイスルニシノ 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿西山 茂行氏 北出 成人 新ひだか 本桐牧場 436 ― 〃 アタマ 66．5�
47 ディープアントス 牝3鹿 54 丸山 元気北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 426－ 6 〃 クビ 28．5�
612 キタノマドンナ 牝3黒鹿54 丹内 祐次	木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 470－ 4 〃 アタマ 11．4

816 ジュンアカネ 牝3黒鹿54 川須 栄彦河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458± 01：36．6クビ 81．7�
611 ヒャッカノサキガケ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 382－ 8 〃 ハナ 113．2�

48 オーバースト �3黒鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 470 ― 〃 アタマ 56．9
12 ディープフォルツァ 牡3鹿 56 津村 明秀 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 442＋ 81：36．91� 3．1�
11 ア ン リ オ 牡3鹿 56 高倉 稜寺田 寿男氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 484－ 61：37．0� 7．6�
510 テ イ ク ツ ル 牡3栗 56 勝浦 正樹 K.C．タン氏 和田 正道 日高 高柳 隆男 448－ 2 〃 ハナ 13．2�
714 マインリーバー 牡3青鹿56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 468＋ 41：37．21� 30．4�
713 シグラップジュエル 牝3芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 406－ 81：37．83� 56．7�
36 カシノツバサ 牡3栗 56 丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 472± 01：38．86 60．7�
35 シ ー ス レ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真�G1レーシング 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402± 01：38．9クビ 122．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，160，800円 複勝： 23，256，600円 枠連： 11，089，300円
馬連： 27，691，800円 馬単： 19，333，900円 ワイド： 18，672，700円
3連複： 41，838，500円 3連単： 57，133，600円 計： 214，177，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 150円 � 290円 枠 連（2－2） 1，110円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，840円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 30，980円

票 数

単勝票数 計 151608 的中 � 21432（3番人気）
複勝票数 計 232566 的中 � 28274（3番人気）� 50389（2番人気）� 16848（4番人気）
枠連票数 計 110893 的中 （2－2） 7703（3番人気）
馬連票数 計 276918 的中 �� 18813（3番人気）
馬単票数 計 193339 的中 �� 6303（6番人気）
ワイド票数 計 186727 的中 �� 9954（3番人気）�� 2488（21番人気）�� 3621（13番人気）
3連複票数 計 418385 的中 ��� 5454（14番人気）
3連単票数 計 571336 的中 ��� 1337（75番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．7―12．6―11．8―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．8―48．5―1：01．1―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．6
3 14，9（6，8，12）（5，3，13）2（1，16）（4，10）－15，11－7 4 14，9（6，8，12）13（5，3，2）（1，16）4（11，10）（7，15）

勝馬の
紹 介

スターリーウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Woodman 初出走

2012．2．20生 牝3黒鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 テイエムセキハン号の騎手�島良太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番）

コイスルニシノ号の騎手�島克駿は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・11番）
〔その他〕 ディープフォルツァ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ディープフォルツァ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月2日まで出走できない。
※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 シャイニーサン号

14006 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
2：00．2
1：56．1

良
良

44 � ストリートオベロン 牡3黒鹿56 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 454＋ 22：01．9 3．7�

55 レオロフティー 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 B474± 02：02．11� 7．1�

67 ウインヴァポレット 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 424－ 22：02．31� 14．6�
79 ラナチュール 牝3鹿 54

51 ▲義 英真岡田 繁幸氏 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 386－ 4 〃 アタマ 61．3�
22 インテグラル 牡3黒鹿56 津村 明秀�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 474－102：02．51� 8．4	
68 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 松田 大作 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 442－ 62：02．71� 19．3

33 カゼノドリーム 牡3鹿 56 川須 栄彦深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 456± 02：03．12	 59．1�
812 スイートカリヨン 牝3鹿 54 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 446－ 22：03．42 137．9�
710� セプティエーム 牡3芦 56 丸山 元気吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

480± 0 〃 ハナ 2．3
56 ラインキュート 牝3栗 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 ハナ 56．0�
811 クラレンスハウス 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 432＋ 22：03．5	 9．2�
11 ワイルドモンスター 牡3鹿 56 吉田 隼人 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 
川 啓一 484－ 62：03．81� 113．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，360，000円 複勝： 21，858，800円 枠連： 7，704，600円
馬連： 26，205，100円 馬単： 17，672，300円 ワイド： 15，643，500円
3連複： 32，444，400円 3連単： 54，819，000円 計： 193，707，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 370円 枠 連（4－5） 1，320円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，120円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 21，070円

票 数

単勝票数 計 173600 的中 � 37532（2番人気）
複勝票数 計 218588 的中 � 44801（2番人気）� 28135（3番人気）� 12090（7番人気）
枠連票数 計 77046 的中 （4－5） 4518（6番人気）
馬連票数 計 262051 的中 �� 16366（4番人気）
馬単票数 計 176723 的中 �� 5605（7番人気）
ワイド票数 計 156435 的中 �� 9147（4番人気）�� 3479（12番人気）�� 2605（14番人気）
3連複票数 計 324444 的中 ��� 3779（20番人気）
3連単票数 計 548190 的中 ��� 1886（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．9―49．5―1：02．3―1：13．7―1：25．6―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストリートオベロン �
�
父 Street Sense �

�
母父 Woodman デビュー 2014．8．9 新潟2着

2012．2．13生 牡3黒鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle 7戦1勝 賞金 11，100，000円



14007 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1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）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

811 ナリタロック 牡5栗 57
54 ▲義 英真�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 494－ 61：12．0 3．3�

56 リッシンロケット 牡5芦 57
54 ▲木幡 初也小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474＋ 2 〃 クビ 10．1�

68 スイートガーデン 牝4鹿 55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 500± 0 〃 ハナ 3．2�
79 アイネクライネ 牝5芦 55 中井 裕二田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 464＋ 21：12．21 23．8�
22 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 花田 大昂井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：12．51� 71．7�
55 ジギースンナー 牝4青鹿55 森 一馬佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 470＋ 8 〃 ハナ 50．5	
67 � ナルミチャン 牝5鹿 55 杉原 誠人
日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 474－ 2 〃 ハナ 39．7�
11 ジ ョ バ イ ロ 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：12．6クビ 4．3�
44 レガリアシチー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 506＋ 31：12．7� 8．5
710 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 440＋ 4 〃 ハナ 20．2�
33 � クリノロッキー 牡5栗 57 平野 優栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 61：12．91� 33．1�
812� デルマコナキジジ 	5栗 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B482－101：13．21� 54．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，118，100円 複勝： 21，572，200円 枠連： 8，159，000円
馬連： 28，552，400円 馬単： 17，688，500円 ワイド： 16，353，700円
3連複： 35，916，300円 3連単： 58，263，800円 計： 201，624，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 130円 枠 連（5－8） 1，350円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 240円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 151181 的中 � 36106（2番人気）
複勝票数 計 215722 的中 � 35007（3番人気）� 25835（4番人気）� 53049（1番人気）
枠連票数 計 81590 的中 （5－8） 4651（9番人気）
馬連票数 計 285524 的中 �� 16049（4番人気）
馬単票数 計 176885 的中 �� 5764（7番人気）
ワイド票数 計 163537 的中 �� 7516（4番人気）�� 19503（1番人気）�� 7111（5番人気）
3連複票数 計 359163 的中 ��� 18046（2番人気）
3連単票数 計 582638 的中 ��� 4492（16番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．5―12．3―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．6―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー 2013．3．2 阪神5着

2010．2．17生 牡5栗 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 25戦2勝 賞金 34，350，000円
〔制裁〕 ナルミチャン号の調教師黒岩陽一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

14008 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 � フレンドスイート 牝4鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 434＋ 21：53．9 2．0�
89 ラフェットデメール 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B460＋ 21：54．32� 6．2�
78 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 476＋ 61：54．4� 12．1�
55 ノースファイヤー 牝4青鹿55 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 506＋ 4 〃 ハナ 26．5�
810 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55 丸田 恭介岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 476＋ 21：54．61 10．3�
77 � ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 522＋ 81：55．34 7．1	
33 クイーンズシアター 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 458＋ 21：55．72� 5．6

44 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482－ 2 〃 ハナ 39．1�
11 ウォーターワルツ 牝4栗 55

52 ▲義 英真山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 500－ 21：56．12� 34．6�
66 ラフィンテール 牝4芦 55 杉原 誠人吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 432－18 〃 クビ 56．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，245，900円 複勝： 33，963，800円 枠連： 8，410，600円
馬連： 28，477，900円 馬単： 20，481，600円 ワイド： 16，588，900円
3連複： 36，339，300円 3連単： 75，322，300円 計： 236，830，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 240円 枠 連（2－8） 310円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 230円 �� 370円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 172459 的中 � 66754（1番人気）
複勝票数 計 339638 的中 � 180798（1番人気）� 25954（4番人気）� 18750（5番人気）
枠連票数 計 84106 的中 （2－8） 20799（1番人気）
馬連票数 計 284779 的中 �� 48286（1番人気）
馬単票数 計 204816 的中 �� 26233（1番人気）
ワイド票数 計 165889 的中 �� 20612（1番人気）�� 11141（4番人気）�� 6508（8番人気）
3連複票数 計 363393 的中 ��� 21181（2番人気）
3連単票数 計 753223 的中 ��� 17127（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．1―13．3―13．3―13．0―13．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．4―50．7―1：04．0―1：17．0―1：30．0―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．9
1
3
・（1，9）－2，8－5，3－10－（4，6）－7・（1，9）2，8，5（3，10，6，7）4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�フレンドスイート �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．5．1生 牝4鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 19戦1勝 賞金 26，320，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ハッピーセーラー号の騎手西田雄一郎は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：7番）



14009 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

11 グレイスフルデイズ �5芦 57 丸田 恭介 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486＋ 21：11．8 6．8�
35 ミキノグランプリ 牡4栗 57 津村 明秀谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 454－ 21：11．9� 2．9�
47 ニシノイナズマ 牡4芦 57 黛 弘人西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486－101：12．0クビ 38．4�
611 ダブルフェイス 牡4栗 57 丹内 祐次山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516＋ 41：12．21� 7．4�
713	 レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 01：12．3クビ 39．1�
34 フィオリート 牡5芦 57

54 ▲
島 克駿松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 520± 0 〃 クビ 7．7	
815 キョウワメロディー 牝4栗 55 吉田 隼人
協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 458－221：12．51 41．3�
22 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 松田 大作加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 482± 01：13．13� 8．1�
23 	 ノンブルドール 牝5黒鹿55 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 462＋121：13．2� 89．9
58 シゲルジュウヤク 牡7栗 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 508＋161：13．52 115．1�
46 オートクレール 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 422－ 21：13．6� 12．8�
814 デンコウライド 牡4青鹿 57

56 ☆松若 風馬田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 454＋ 21：13．81� 13．9�
59 ツ ァ ー リ 牡4栗 57 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 498＋ 41：14．33 117．8�
610 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B460－ 41：14．4� 8．9�
712 グラスルノン 牝4鹿 55 的場 勇人半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B474－ 61：16．010 91．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，498，900円 複勝： 24，679，700円 枠連： 13，672，100円
馬連： 36，984，100円 馬単： 20，266，100円 ワイド： 20，773，500円
3連複： 49，191，500円 3連単： 74，648，300円 計： 260，714，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 150円 � 640円 枠 連（1－3） 850円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，980円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 14，140円 3 連 単 ��� 70，930円

票 数

単勝票数 計 204989 的中 � 23960（2番人気）
複勝票数 計 246797 的中 � 28497（3番人気）� 53779（1番人気）� 7423（9番人気）
枠連票数 計 136721 的中 （1－3） 12428（3番人気）
馬連票数 計 369841 的中 �� 19987（3番人気）
馬単票数 計 202661 的中 �� 3962（11番人気）
ワイド票数 計 207735 的中 �� 10168（3番人気）�� 1716（36番人気）�� 2560（27番人気）
3連複票数 計 491915 的中 ��� 2608（53番人気）
3連単票数 計 746483 的中 ��� 763（256番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．3―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．1―46．4―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 5，11，4，2－（7，6）13（1，3）15，12（8，10）（9，14） 4 5（4，11）－2－7，6（1，13）3，15（8，10）（9，14）12

勝馬の
紹 介

グレイスフルデイズ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．20 東京1着

2010．4．2生 �5芦 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク 20戦2勝 賞金 24，426，000円
〔制裁〕 ミキノグランプリ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスルノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月2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 ブリッツ号

14010 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第10競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

815 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿56 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 438－101：09．6 7．6�
510 トロピカルガーデン 牝3鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 464－ 21：09．91� 10．6�
12 エリーティアラ 牝3青鹿54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B460＋ 4 〃 クビ 4．3�
714 デュアルメジャー 牡3青鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466－ 41：10．0	 3．0�
24 メジャーガラメキ 牝3栗 54 松田 大作髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：10．1� 9．8�
611 アルマクレヨン 牡3栗 56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 472－ 2 〃 アタマ 18．4	
59 
 ヘニースウィフト 牡3栗 56 西田雄一郎窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 468± 01：10．2	 39．9

612 トゥルーストーリー 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 458－101：10．41	 9．3
23 ビレッジトプテム 牡3栗 56 川須 栄彦村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 486± 01：10．5	 90．8�
11 キリシマツバサ 牡3黒鹿56 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 458＋ 61：10．6� 116．2�
36 イ シ ス 牝3青鹿54 松若 風馬 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B454－ 21：10．7クビ 17．1�
48 シングンパワー 牡3栗 56 川島 信二伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 B462－ 61：10．8� 248．7�
35 バ リ ア ー モ 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 430－101：10．9	 39．5�
713 ラブローレル 牝3青鹿54 黛 弘人増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406－ 21：11．0� 95．3�
816 タ タ ラ 牡3栗 56 伊藤 工真 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 404± 0 〃 アタマ 35．2�
47 グランジゲレイロ 牡3青鹿56 �島 良太 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 468＋ 21：11．85 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，349，400円 複勝： 33，416，600円 枠連： 16，190，900円
馬連： 59，862，100円 馬単： 27，939，500円 ワイド： 28，240，100円
3連複： 70，449，600円 3連単： 99，044，600円 計： 358，492，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 260円 � 170円 枠 連（5－8） 2，660円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 840円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 35，250円

票 数

単勝票数 計 233494 的中 � 24577（3番人気）
複勝票数 計 334166 的中 � 32686（3番人気）� 30678（5番人気）� 57778（2番人気）
枠連票数 計 161909 的中 （5－8） 4700（14番人気）
馬連票数 計 598621 的中 �� 16859（10番人気）
馬単票数 計 279395 的中 �� 3853（20番人気）
ワイド票数 計 282401 的中 �� 4299（18番人気）�� 8826（6番人気）�� 7888（8番人気）
3連複票数 計 704496 的中 ��� 9739（12番人気）
3連単票数 計 990446 的中 ��� 2037（85番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマンドール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．9．14 阪神3着

2012．2．1生 牡3黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 7戦2勝 賞金 17，920，000円
〔制裁〕 イシス号の騎手松若風馬は，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：3番・13番・1番・

16番）



14011 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第11競走 ��
��1，000�

しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

22 ネ ロ 牡4栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466＋ 4 54．6 2．5�
56 シンボリディスコ 牡5栗 57 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 492＋ 6 55．02� 15．2�
57 サンブルエミューズ 牝5栗 55 西田雄一郎 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 55．1	 8．1�
710 アンヴァルト 牡8青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 11．7�
813
 エンプレスラブ 牝6黒鹿55 吉田 隼人 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 512＋ 4 55．2クビ 48．5�
711 エーシンエムディー 牝6黒鹿55 松田 大作	栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470－ 4 〃 クビ 5．3

68 シャトルアップ �7栗 57 丸山 元気広尾レース	 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B502－ 6 55．3クビ 7．5�
69 クーファナイン 牝4鹿 55 松若 風馬大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 468± 0 55．51� 22．5�
44 ストロングロビン 牡9鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 500＋ 4 55．6クビ 10．1
45 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋10 55．81� 15．3�
11 タイセイマスタング 牡6栗 57 義 英真田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 534－12 56．22� 87．4�
812 クリスワールド 牡7栗 57 島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 502＋ 6 56．51	 85．4�
33 エリモフェザー 牝5栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 424＋ 6 56．71� 156．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，373，600円 複勝： 48，775，600円 枠連： 31，164，100円
馬連： 123，124，200円 馬単： 62，843，200円 ワイド： 50，017，500円
3連複： 159，884，400円 3連単： 268，100，100円 計： 783，282，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 300円 � 250円 枠 連（2－5） 760円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 600円 �� 570円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 393736 的中 � 125167（1番人気）
複勝票数 計 487756 的中 � 137784（1番人気）� 32523（7番人気）� 42996（5番人気）
枠連票数 計 311641 的中 （2－5） 31432（2番人気）
馬連票数 計1231242 的中 �� 57794（6番人気）
馬単票数 計 628432 的中 �� 19234（7番人気）
ワイド票数 計 500175 的中 �� 21718（5番人気）�� 23225（4番人気）�� 9139（19番人気）
3連複票数 計1598844 的中 ��� 28707（15番人気）
3連単票数 計2681001 的中 ��� 11777（48番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．6―10．4―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．2―43．6

上り4F42．5－3F32．0
勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡4栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 17戦3勝 賞金 61，630，000円

14012 5月2日 晴 良 （27新潟1）第1日 第12競走 ��
��2，000�

か す が や ま

春 日 山 特 別
発走16時00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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

89 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 勝浦 正樹廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 460－ 82：00．9 18．9�
810 トレジャーマップ 牡4鹿 57 丸山 元気小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444－ 4 〃 クビ 3．8�
44 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 520＋ 6 〃 アタマ 3．0�
66 ハギノブシドウ 牡5栗 57 吉田 隼人日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 502＋102：01．32� 9．5�
77 ファーストオーサー 牡4黒鹿57 松若 風馬石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 476± 02：01．4� 15．6�
11 レッドクラーケン 牡5鹿 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 514＋ 22：01．72 5．5	
55 ミッキーサクセス 牡5栗 57 川須 栄彦野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：01．91� 24．9

33 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 22：02．0� 58．3�
22 	 ジンライムデザイア 牡4黒鹿57 木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 474± 02：02．21� 192．4�
78 セルバンテス 牡4黒鹿57 松田 大作 キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426± 02：02．3クビ 4．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，461，300円 複勝： 33，062，900円 枠連： 13，996，000円
馬連： 58，982，300円 馬単： 33，215，400円 ワイド： 26，949，300円
3連複： 65，087，900円 3連単： 130，360，200円 計： 388，115，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 350円 � 140円 � 140円 枠 連（8－8） 3，880円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 940円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 28，940円

票 数

単勝票数 計 264613 的中 � 11197（7番人気）
複勝票数 計 330629 的中 � 16413（7番人気）� 74429（1番人気）� 69754（2番人気）
枠連票数 計 139960 的中 （8－8） 2795（14番人気）
馬連票数 計 589823 的中 �� 12545（14番人気）
馬単票数 計 332154 的中 �� 3070（35番人気）
ワイド票数 計 269493 的中 �� 6160（15番人気）�� 6728（14番人気）�� 31307（1番人気）
3連複票数 計 650879 的中 ��� 17077（9番人気）
3連単票数 計1303602 的中 ��� 3265（106番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．2―12．8―13．1―12．3―11．6―11．5―10．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．7―49．5―1：02．6―1：14．9―1：26．5―1：38．0―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 1（5，9）2（6，10，8）（3，4）7 4 ・（1，5，9）（2，6，10，8）（3，4，7）

勝馬の
紹 介

ブリリアントアスク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．6．30 函館3着

2010．3．17生 牝5鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ 26戦3勝 賞金 31，766，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（27新潟1）第1日 5月2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 162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 手 当

179，730，000円
1，060，000円
5，580，000円
1，370，000円
16，180，000円
60，387，500円
5，841，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
228，809，400円
336，591，900円
148，561，400円
489，402，500円
284，927，000円
254，104，400円
634，998，800円
1，017，668，400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 3，395，063，800円

総入場人員 12，133名 （有料入場人員 10，749名）
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