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14025 5月9日 曇 良 （27新潟1）第3日 第1競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：36．8良

813 エーシンホワイティ 牡8鹿 61 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 518＋ 23：34．7レコード 1．6�
33 ダノンゴールド 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B542＋ 83：35．65 3．6�
711 ニジブルーム 牡7芦 59 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 500＋103：36．66 45．6�
712 ドクタールキア 牝5鹿 57 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 474＋ 63：38．210 37．7�
58 � エーシンジーライン 牡10黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 504－ 23：38．62� 14．1�
34 タマモアルバ 牝5鹿 57 植野 貴也タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484＋143：39．02� 34．7	
22 テイエムセイリュウ 牡6青鹿59 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 508＋ 43：39．95 86．7

46 プレミアムパス 牡7鹿 59 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 486± 03：40．0� 55．1�
57 ミヤコデラックス 牡6鹿 59 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B478－ 43：40．21	 164．6�
11 テイエムシシーポス 牡5鹿 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 488＋ 23：40．41� 44．6
610 スリーマーゴーン 牡5芦 59 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 452－ 83：42．1大差 136．6�
814 ハ ク サ ン 牡9黒鹿60 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444＋ 43：42．42 104．6�
45 マイネルフィエスタ 牡5芦 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510＋ 2 （競走中止） 10．5�
69 
 カシノデューク 牡6栗 59 草野 太郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 504＋12 （競走中止） 30．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，063，400円 複勝： 36，107，300円 枠連： 7，408，200円
馬連： 20，436，000円 馬単： 16，775，400円 ワイド： 13，639，700円
3連複： 34，298，100円 3連単： 59，162，900円 計： 197，891，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 570円 枠 連（3－8） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，170円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 100634 的中 � 50100（1番人気）
複勝票数 計 361073 的中 � 254185（1番人気）� 44860（2番人気）� 3144（10番人気）
枠連票数 計 74082 的中 （3－8） 26415（1番人気）
馬連票数 計 204360 的中 �� 72497（1番人気）
馬単票数 計 167754 的中 �� 40997（1番人気）
ワイド票数 計 136397 的中 �� 37084（1番人気）�� 2254（15番人気）�� 1340（21番人気）
3連複票数 計 342981 的中 ��� 8373（8番人気）
3連単票数 計 591629 的中 ��� 6145（16番人気）
上り 1マイル 1：40．6 4F 48．8－3F 36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．6．28 阪神4着

2007．3．27生 牡8鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール 障害：9戦6勝 賞金 111，920，000円
〔競走中止〕 マイネルフィエスタ号は，1周目4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。

カシノデューク号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
※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 パスティ号・リバータイキ号
（非抽選馬） 1頭 ドリームチャージ号

14026 5月9日 曇 良 （27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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 ヤマイチレジェンド 牡3栗 56
53 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 518－101：54．6 10．0�

814 ダンツホーネット 牡3芦 56 嶋田 純次山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 464－ 6 〃 クビ 20．1�
46 クライミングローズ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B416＋ 21：54．81� 8．1�

47 レッドファルダ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－141：55．11� 1．6�

35 ノーブルカイザー 牡3鹿 56
53 ▲義 英真吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 490＋ 41：55．73� 25．6�

610 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440＋ 61：56．12� 8．6	

611 ダンツエイカン 牡3鹿 56 西村 太一山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 538＋ 61：56．31� 16．2

59 コンゴウヒーロー 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 536＋ 21：56．51� 19．9�
11 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 菅原 隆一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 478± 0 〃 クビ 54．2�
34 ア ン ミ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 21：56．81� 25．0
815 ナ ゴ ミ 牝3鹿 54 小野寺祐太�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 432± 01：56．9クビ 310．1�
22 ワンダーオマージュ 牡3黒鹿56 森 一馬山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 538－ 21：57．0� 318．0�
58 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 中井 裕二鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 488－ 41：57．85 39．6�
23 カツノフィフス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 436＋ 41：58．43� 453．5�
713 ダブルサークル 牡3栗 56 花田 大昂林 瑛子氏 森田 直行 平取 赤石牧場 476＋ 22：02．4大差 281．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，703，400円 複勝： 52，068，600円 枠連： 7，439，200円
馬連： 23，227，900円 馬単： 18，219，300円 ワイド： 14，091，100円
3連複： 32，020，100円 3連単： 56，278，900円 計： 219，048，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 690円 � 880円 � 800円 枠 連（7－8） 3，980円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 10，840円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，200円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 71，330円

票 数

単勝票数 計 157034 的中 � 12516（4番人気）
複勝票数 計 520686 的中 � 20223（3番人気）� 15406（5番人気）� 17255（4番人気）
枠連票数 計 74392 的中 （7－8） 1447（11番人気）
馬連票数 計 232279 的中 �� 3066（18番人気）
馬単票数 計 182193 的中 �� 1260（28番人気）
ワイド票数 計 140911 的中 �� 2360（16番人気）�� 3047（12番人気）�� 2521（14番人気）
3連複票数 計 320201 的中 ��� 1975（41番人気）
3連単票数 計 562789 的中 ��� 572（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―50．4―1：03．4―1：15．8―1：29．1―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチレジェンド �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．18 京都3着

2012．3．21生 牡3栗 母 メイケイキララ 母母 トップペンダント 4戦1勝 賞金 6，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダブルサークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月9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9日 曇 良 （27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）

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

23 スマイルハッピー 牝3鹿 54 吉田 隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 430＋ 61：12．4 3．2�
610 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 丸山 元気井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444－ 61：12．61� 64．7�
22 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋ 4 〃 ハナ 4．5�

11 ラームリュンヌ 牝3黒鹿54 川島 信二 �ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 61：12．91� 13．8�
46 ページェントリー 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 444＋ 61：13．0� 120．0�
47 サカジロビューティ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也ロイヤルパーク 中竹 和也 日高 シンボリ牧場 428－ 21：13．21� 8．1	
712 デューイハミテージ 牝3鹿 54 藤懸 貴志長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 444－ 41：13．3� 33．2

34 アンジュデトワール 牝3鹿 54 黛 弘人 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：13．51� 10．0�
58 アベックモア 牝3栗 54

51 ▲義 英真�ラ・メール 今野 貞一 浦河 惣田 英幸 448－ 21：13．92� 40．7
814 マ ケ ナ イ デ 牝3栗 54 田中 博康小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 21：14．0� 32．0�
815 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 446－ 41：14．1� 3．8�
35 ユキノマイクイーン 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 432＋ 21：14．2� 46．1�
713 ロ ッ セ ー ラ 牝3青鹿54 津村 明秀藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 450＋ 4 〃 ハナ 130．8�
611 ラブノキセキ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹浦新 德司氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 428－101：14．3� 37．5�
59 チェリースピリッツ 牝3鹿 54 丸田 恭介櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 432－ 41：14．83 130．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，618，800円 複勝： 21，949，200円 枠連： 8，734，000円
馬連： 24，502，600円 馬単： 14，819，200円 ワイド： 16，087，200円
3連複： 33，686，800円 3連単： 49，202，500円 計： 183，600，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 810円 � 170円 枠 連（2－6） 2，220円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 230円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 68，070円

票 数

単勝票数 計 146188 的中 � 35868（1番人気）
複勝票数 計 219492 的中 � 42469（2番人気）� 4953（10番人気）� 36467（3番人気）
枠連票数 計 87340 的中 （2－6） 3044（8番人気）
馬連票数 計 245026 的中 �� 2459（24番人気）
馬単票数 計 148192 的中 �� 1392（27番人気）
ワイド票数 計 160872 的中 �� 2078（17番人気）�� 22349（1番人気）�� 1204（33番人気）
3連複票数 計 336868 的中 ��� 2366（31番人気）
3連単票数 計 492025 的中 ��� 524（213番人気）

ハロンタイム 11．9―11．5―11．7―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．4―35．1―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルハッピー �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．9．28 新潟11着

2012．4．6生 牝3鹿 母 ユーワジュリエット 母母 スルガエクシード 8戦1勝 賞金 9，550，000円
〔制裁〕 サカジロビューティ号の騎手木幡初也は，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：8番）

ユキノマイクイーン号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8
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。
（非当選馬） 1頭 モリトプリマ号
（非抽選馬） 1頭 ココクイーン号

14028 5月9日 曇 良 （27新潟1）第3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（番組第1競走を順序変更） （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

77 トライアゲイン 牡4鹿 59 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506＋123：09．1 24．6�

33 ゴールドブライアン 牡7青鹿60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472＋ 23：09．52� 15．5�
89 ミラクルルーマー 牡5芦 60 西谷 誠阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 534＋ 23：09．6� 6．0�
44 マイネルドメニカ 牡6栗 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 63：10．45 49．3�
11 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋183：10．82� 3．9�
55 ワールドマッチ 牡4栗 59 林 満明 	サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482－ 23：11．75 2．4

78 � テナシティー �6黒鹿60 五十嵐雄祐 	サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 470± 03：11．8クビ 12．6�
22 � オ マ モ リ 牡6黒鹿60 石神 深一小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 468± 03：13．07 31．3�
66 ツクバインドラ 牡5鹿 60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 63：19．4大差 22．1
810 メイショウタマカゼ 牡6栗 60 小坂 忠士松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446－143：23．4大差 6．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 11，170，900円 複勝： 13，037，600円 枠連： 6，273，800円
馬連： 17，707，800円 馬単： 12，984，600円 ワイド： 10，248，300円
3連複： 26，183，800円 3連単： 51，533，100円 計： 149，139，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 550円 � 420円 � 240円 枠 連（3－7） 6，270円

馬 連 �� 16，900円 馬 単 �� 29，960円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 1，710円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 19，870円 3 連 単 ��� 221，070円

票 数

単勝票数 計 111709 的中 � 3625（8番人気）
複勝票数 計 130376 的中 � 5704（8番人気）� 7820（6番人気）� 15917（4番人気）
枠連票数 計 62738 的中 （3－7） 775（16番人気）
馬連票数 計 177078 的中 �� 812（36番人気）
馬単票数 計 129846 的中 �� 325（67番人気）
ワイド票数 計 102483 的中 �� 777（36番人気）�� 1542（21番人気）�� 2133（15番人気）
3連複票数 計 261838 的中 ��� 988（57番人気）
3連単票数 計 515331 的中 ��� 169（441番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．1－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トライアゲイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．6．23 東京10着

2011．4．5生 牡4鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 メイショウタマカゼ号の騎手熊沢重文は，第1競走での落馬負傷のため小坂忠士に変更。



14029 5月9日 曇 良 （27新潟1）第3日 第5競走 1，000�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

48 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 478± 0 56．2 6．5�
816 ブロンディジェニー 牝3栗 54 勝浦 正樹浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 422＋ 6 56．3� 5．5�
36 カ ナ リ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 B478－ 2 56．61� 6．4�
510 パープルドリーム 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 高橋 亮 浦河 一珍棒牧場 466－ 2 56．92 7．1�
815 マテルドロローザ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 428＋ 2 〃 ハナ 50．4�
47 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿54 川須 栄彦梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 454＋ 2 57．0� 4．5	
35 ナリタアネラ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人
オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 412＋ 6 57．1� 51．4�
714 ア ト リ エ 牝3栗 54 田中 博康水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 430＋ 4 57．31� 10．0�
611 テイエムマンゲツ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 462＋18 〃 クビ 6．4
59 イ デ ィ ル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 57．51 21．2�
713 ム ゲ ッ ト 牝3黒鹿54 川島 信二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 420 ― 57．6� 108．9�
23 カリビアンレッド 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 354 ― 58．34 101．9�

612 アドゥナステラ 牝3栗 54 的場 勇人清水 敏氏 宗像 義忠 新ひだか 橋本牧場 394＋10 58．62 192．9�
12 スリークンビア 牝3鹿 54 藤懸 貴志永井商事
 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 396－ 6 59．13 96．2�
11 ボタングラス 牝3栗 54 吉田 隼人河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 398－ 2 59．31 94．6�
24 アルフェリーチェ 牝3栗 54 丸山 元気 
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 408＋ 6 59．4� 55．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，331，000円 複勝： 26，539，000円 枠連： 10，657，100円
馬連： 31，410，800円 馬単： 19，339，800円 ワイド： 19，671，000円
3連複： 46，221，700円 3連単： 67，466，500円 計： 237，636，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 190円 � 210円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 520円 �� 960円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 23，130円

票 数

単勝票数 計 163310 的中 � 20023（5番人気）
複勝票数 計 265390 的中 � 35920（4番人気）� 36719（3番人気）� 32790（5番人気）
枠連票数 計 106571 的中 （4－8） 10892（1番人気）
馬連票数 計 314108 的中 �� 13390（7番人気）
馬単票数 計 193398 的中 �� 4520（9番人気）
ワイド票数 計 196710 的中 �� 10164（2番人気）�� 5069（14番人気）�� 6518（11番人気）
3連複票数 計 462217 的中 ��� 7800（15番人気）
3連単票数 計 674665 的中 ��� 2114（83番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．8―44．8

上り4F44．1－3F33．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ シ ノ リ ノ �
�
父 ダンツシアトル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．3 小倉4着

2012．2．20生 牝3鹿 母 フューチャシャトル 母母 アスクセレニティー 9戦1勝 賞金 12，404，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボタングラス号・アルフェリーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月
9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オルティラアスール号・ハネムーンソング号・ルールブルー号

14030 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第6競走 ��2，400�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
2：24．6
2：22．1

良
良

57 スズカステイボーイ 牡3鹿 56
53 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B436－ 22：30．3 13．1�

45 ライブリファースト 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 482＋ 22：30．4� 49．5�
712 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 吉田 隼人里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436± 02：30．61� 4．6�
11 シップーコウライ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 6 〃 クビ 6．9�
46 デンコウインパルス 牡3鹿 56 高倉 稜田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 474＋ 2 〃 ハナ 3．5�
34 ク レ オ ー ル 牝3栗 54 西田雄一郎 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 434－102：30．81� 13．5	
22 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 476± 02：30．9クビ 3．7

711 コパノハミルトン 牡3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 482－ 4 〃 ハナ 154．2�
813 マーブルヒル 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 524－ 22：31．11� 22．5�
610 トミケンブレスク 牡3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B476＋ 6 〃 クビ 53．5
69 スクリーンショット 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428± 02：31．2� 33．3�
58 キンノシャチホコ 牡3栗 56 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 470＋ 22：31．3クビ 181．1�
814 ビュトンドール 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 B488± 0 〃 ハナ 18．9�
33 モノクロームシチー 牡3芦 56 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 448± 02：32．25 73．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，383，900円 複勝： 18，235，200円 枠連： 6，846，900円
馬連： 24，333，500円 馬単： 13，274，100円 ワイド： 13，819，500円
3連複： 30，036，200円 3連単： 46，111，100円 計： 166，040，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 320円 � 980円 � 200円 枠 連（4－5） 2，210円

馬 連 �� 30，170円 馬 単 �� 47，630円

ワ イ ド �� 6，230円 �� 920円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 41，180円 3 連 単 ��� 341，120円

票 数

単勝票数 計 133839 的中 � 8149（5番人気）
複勝票数 計 182352 的中 � 14940（5番人気）� 4004（10番人気）� 27988（3番人気）
枠連票数 計 68469 的中 （4－5） 2399（10番人気）
馬連票数 計 243335 的中 �� 625（49番人気）
馬単票数 計 132741 的中 �� 209（92番人気）
ワイド票数 計 138195 的中 �� 557（46番人気）�� 4037（8番人気）�� 771（41番人気）
3連複票数 計 300362 的中 ��� 547（103番人気）
3連単票数 計 461111 的中 ��� 98（721番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．9―12．7―12．9―13．4―13．6―12．8―12．4―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�
13．0―24．1―36．0―48．7―1：01．6―1：15．0―1：28．6―1：41．4―1：53．8―2：05．8―2：17．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカステイボーイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2014．12．14 中京6着

2012．3．5生 牡3鹿 母 サイレンスアモール 母母 プレイリークイーン 5戦1勝 賞金 6，300，000円



14031 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

810 エリーフェアリー 牝4鹿 55 津村 明秀谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 480－ 41：53．7 7．1�

66 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 吉田 隼人細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 464－ 81：54．02 4．4�
55 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 L．オールプレス 杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 450－ 61：54．21� 20．2�

（旧姓 L．マンビー） （新）

33 モンシュシュ 牝5鹿 55
54 ☆松若 風馬 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512＋ 41：54．3� 2．1�

77 メテオレイン 牝6鹿 55
52 ▲井上 敏樹亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：54．4� 24．0�

44 テイエムライオネス 牝5青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 490＋141：55．03� 6．4	
89 � クィーンオブシバ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 496－101：55．1クビ 15．0

22 � ユーカリノカゼ 牝4鹿 55 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B464－ 31：55．52� 18．6�
11 ムーントラベラー 牝4鹿 55 高倉 稜吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436－101：56．03 27．3�
78 チ ー カ 牝4芦 55 黛 弘人窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋201：56．1クビ 38．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 14，857，100円 複勝： 16，062，900円 枠連： 5，801，100円
馬連： 25，093，800円 馬単： 15，512，100円 ワイド： 13，887，700円
3連複： 27，503，600円 3連単： 53，133，400円 計： 171，851，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 200円 � 580円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，680円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 37，180円

票 数

単勝票数 計 148571 的中 � 16554（4番人気）
複勝票数 計 160629 的中 � 18225（4番人気）� 23237（2番人気）� 5985（9番人気）
枠連票数 計 58011 的中 （6－8） 4400（4番人気）
馬連票数 計 250938 的中 �� 14933（4番人気）
馬単票数 計 155121 的中 �� 3824（11番人気）
ワイド票数 計 138877 的中 �� 9101（4番人気）�� 2003（22番人気）�� 3232（14番人気）
3連複票数 計 275036 的中 ��� 3894（21番人気）
3連単票数 計 531334 的中 ��� 1036（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．8―49．9―1：02．6―1：15．2―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エリーフェアリー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．6．9 東京8着

2011．4．29生 牝4鹿 母 キセキスティール 母母 シンワスティール 20戦2勝 賞金 24，250，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14032 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第8競走 1，200�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 7，000，000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

59 マ ー シ レ ス 牡4栗 57
54 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 464－ 21：11．2 5．3�

23 � ウインオーラム 牡6栗 57
54 ▲木幡 初也�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B506± 01：11．62� 8．9�

815 ロードメビウス 牡4鹿 57 丸山 元気 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 500＋101：11．7クビ 4．1�
611 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B462± 01：12．01� 24．8�
814 キャメロンロード 牝5鹿 55 丸田 恭介森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 452＋ 61：12．21� 36．2�
47 � スリーヴェスタ 牡4青鹿57 川須 栄彦永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 516－ 2 〃 ハナ 25．3	
712 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 498± 0 〃 ハナ 4．2

11 ナムラビジン 牝5鹿 55 勝浦 正樹奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 B494＋ 61：12．3クビ 19．1�
46 オリオンザプラズマ 牡5栗 57 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 472－ 2 〃 ハナ 22．3�
35 キネオキャノン 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 476－ 41：12．4� 4．8
34 ハドソンシチー 牡5黒鹿57 田中 博康 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 450± 01：12．82� 25．2�
713� クイックスパイダー 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 476＋ 21：13．54 256．9�
610 ブライティアミル 牝5栗 55 古川 吉洋小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 456＋ 81：14．13� 81．9�
22 � アストロフォンテン 牡6鹿 57 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 466± 01：14．41� 257．5�
58 � サンテレーズ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 428＋ 41：14．82� 205．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，455，400円 複勝： 19，440，200円 枠連： 7，929，500円
馬連： 26，094，300円 馬単： 15，355，800円 ワイド： 16，338，700円
3連複： 34，650，400円 3連単： 55，495，500円 計： 188，759，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 240円 � 170円 枠 連（2－5） 2，970円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 910円 �� 610円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 24，710円

票 数

単勝票数 計 134554 的中 � 20300（4番人気）
複勝票数 計 194402 的中 � 24830（4番人気）� 19357（5番人気）� 32380（3番人気）
枠連票数 計 79295 的中 （2－5） 2065（16番人気）
馬連票数 計 260943 的中 �� 7767（10番人気）
馬単票数 計 153558 的中 �� 2723（16番人気）
ワイド票数 計 163387 的中 �� 4512（10番人気）�� 7029（7番人気）�� 4706（9番人気）
3連複票数 計 346504 的中 ��� 5991（10番人気）
3連単票数 計 554955 的中 ��� 1628（59番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．7―12．2―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―34．8―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ー シ レ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．5．16生 牡4栗 母 スイートリトリート 母母 Aptostar 8戦2勝 賞金 16，100，000円
※クイックスパイダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14033 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第9競走 1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57
54 ▲加藤 祥太大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 478－ 41：53．3 12．8�

11 � パラティーノ 牡6黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 528＋ 21：53．51� 6．8�
711 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454＋ 81：53．6� 42．1�
58 テイエムコンドル 牡4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 430－ 21：53．7� 7．6�
814 ゴールドゼウス 牡6黒鹿57 丸山 元気スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 518＋24 〃 クビ 19．6�
57 � コスモカウピリ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 496＋ 81：53．8� 8．2	
45 デジタルフラッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 464± 01：54．0� 3．2

34 トーホウパルサー 牡4栗 57 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 528＋ 4 〃 クビ 3．9�
813� プ ラ ス ワ ン 牡4栗 57 黛 弘人西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 464＋ 41：54．1クビ 23．8
33 � ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 502＋ 81：54．41� 26．6�
22 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57 竹之下智昭土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 448－ 61：54．72 150．8�
46 ゴ ー ワ ン 牡4黒鹿57 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 506＋101：54．91� 66．2�
712� レッドローズキング 牡4栗 57 宮崎 北斗小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 452－ 21：56．07 326．4�
69 サトノシーザー 牡6青 57 西田雄一郎里見 治氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B534＋ 61：58．8大差 29．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，445，200円 複勝： 23，586，100円 枠連： 10，422，300円
馬連： 33，552，100円 馬単： 19，816，800円 ワイド： 18，874，100円
3連複： 44，721，100円 3連単： 68，462，600円 計： 235，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 350円 � 260円 � 740円 枠 連（1－6） 4，160円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，480円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 36，610円 3 連 単 ��� 119，310円

票 数

単勝票数 計 164452 的中 � 10230（6番人気）
複勝票数 計 235861 的中 � 17741（6番人気）� 27114（4番人気）� 7411（9番人気）
枠連票数 計 104223 的中 （1－6） 1940（16番人気）
馬連票数 計 335521 的中 �� 5716（16番人気）
馬単票数 計 198168 的中 �� 1565（34番人気）
ワイド票数 計 188741 的中 �� 3893（14番人気）�� 1948（27番人気）�� 1367（40番人気）
3連複票数 計 447211 的中 ��� 916（108番人気）
3連単票数 計 684626 的中 ��� 416（381番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―13．6―12．4―12．0―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―50．6―1：03．0―1：15．0―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノスサノヲ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2013．9．29 阪神16着

2011．3．22生 牡4栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー 29戦2勝 賞金 25，346，000円
〔騎手変更〕 ゼンノスサノヲ号の騎手熊沢重文は，第1競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノシーザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月9日まで平地競走

に出走できない。

14034 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第10競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走14時50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 504，000円 144，000円 72，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508± 01：47．0 3．2�
816 ランドオザリール 牡4鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 81：47．21� 8．7�
714 ウインインスパイア 牡4黒鹿57 丸山 元気�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 448＋ 21：47．41 11．8�
510 サダムロードショー 牡5鹿 57 吉田 隼人大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 21．7�
11 グリーンラヴ 牡5栗 57 勝浦 正樹 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 484＋ 4 〃 クビ 6．6

612 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 L．オールプレス 小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468＋ 2 〃 アタマ 12．4�

（旧姓 L．マンビー） （新）

47 サンマルホーム 牡5栗 57 高倉 稜相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B432－ 41：47．61� 24．6�

36 マダムジルウェット 牝4鹿 55 川島 信二�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 492＋ 81：47．91� 122．8
611	 コンドッティエーレ 
6栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：48．0クビ 153．1�
713 ダイワブレイディ 
5芦 57 川須 栄彦大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510＋ 8 〃 クビ 4．6�
59 タルトオポム 牡4黒鹿57 伊藤 工真窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B456＋101：48．42� 37．4�
35 	 エリモジパング 牡5青鹿57 松若 風馬山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480＋ 51：48．5クビ 57．5�
24 ノーヒッター 牡5黒鹿57 古川 吉洋島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 472－ 41：48．82 19．6�
12 コスモツケマ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 474＋ 2 〃 クビ 83．2�
815 ヴィンセンツイヤー 牡4栗 57 井上 敏樹 �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 492＋ 4 〃 アタマ 25．0�
48 ロードフェンネル 
4黒鹿57 �島 良太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B466－181：49．75 18．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，576，700円 複勝： 35，993，300円 枠連： 16，190，200円
馬連： 53，662，900円 馬単： 27，789，100円 ワイド： 28，643，500円
3連複： 69，454，800円 3連単： 102，708，000円 計： 359，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 300円 � 330円 枠 連（2－8） 1，210円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 810円 �� 860円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 31，840円

票 数

単勝票数 計 245767 的中 � 60199（1番人気）
複勝票数 計 359933 的中 � 72494（1番人気）� 28261（5番人気）� 24412（6番人気）
枠連票数 計 161902 的中 （2－8） 10324（4番人気）
馬連票数 計 536629 的中 �� 18815（5番人気）
馬単票数 計 277891 的中 �� 5337（8番人気）
ワイド票数 計 286435 的中 �� 9270（4番人気）�� 8644（7番人気）�� 3512（26番人気）
3連複票数 計 694548 的中 ��� 7055（19番人気）
3連単票数 計1027080 的中 ��� 2338（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．8―12．4―12．3―11．8―11．6―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．0―48．4―1：00．7―1：12．5―1：24．1―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ノ リ オ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．15 阪神9着

2011．2．21生 牡4黒鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット 19戦2勝 賞金 34，903，000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 イレプレイスブル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



14035 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第11競走 ��1，800�
な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走15時25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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

35 ロードフォワード 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 452－ 61：52．2 7．8�
814 インストレーション 牡4鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 534＋ 21：52．3� 4．2�
713 ホワイトフリート 牡5芦 57 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472± 01：52．72� 16．6�
611 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 勝浦 正樹久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476± 01：52．8� 7．4�
22 サトノロブロイ 牡4鹿 57 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 81：52．9� 6．1	
815 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 丸田 恭介タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 528± 01：53．43 29．2

59 メイショウオオゼキ �5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 486± 01：53．5� 58．2�
712 マルカロゼッタ 牡4栗 57 黛 弘人日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．6� 72．8�
23 クラシックメタル 牡4鹿 57 L．オールプレス 吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 500－ 41：53．7� 2．9

（旧姓 L．マンビー） （新）

58 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 的場 勇人 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524－ 21：54．23 19．1�

46 	 タンスチョキン 牝5鹿 55 松若 風馬栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 ハナ 29．5�
11 	 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 丸山 元気下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 450± 01：54．83� 184．4�
34 スワンボート 牡5鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 458－ 4 〃 クビ 140．0�
610 メイショウクローバ 牝4鹿 55 
島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B526＋101：54．9� 41．6�
47 キョウワリベラル 牡6黒鹿57 国分 恭介�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B496± 01：55．43 178．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，395，300円 複勝： 40，211，000円 枠連： 26，442，500円
馬連： 105，248，800円 馬単： 50，553，700円 ワイド： 43，449，000円
3連複： 134，730，600円 3連単： 204，716，400円 計： 636，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 160円 � 340円 枠 連（3－8） 1，460円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，550円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 計 313953 的中 � 31841（5番人気）
複勝票数 計 402110 的中 � 42367（3番人気）� 78267（2番人気）� 26175（6番人気）
枠連票数 計 264425 的中 （3－8） 13985（8番人気）
馬連票数 計1052488 的中 �� 49517（6番人気）
馬単票数 計 505537 的中 �� 9491（14番人気）
ワイド票数 計 434490 的中 �� 16056（7番人気）�� 6982（19番人気）�� 11037（12番人気）
3連複票数 計1347306 的中 ��� 17286（17番人気）
3連単票数 計2047164 的中 ��� 4628（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．2―49．4―1：01．8―1：14．3―1：27．4―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードフォワード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館1着

2011．3．31生 牡4青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 19戦3勝 賞金 45，397，000円
〔騎手変更〕 メイショウオオゼキ号の騎手熊沢重文は，第1競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14036 5月9日 小雨 良 （27新潟1）第3日 第12競走 ��1，600�
た か だ じ ょ う

高 田 城 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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

611 フェルメッツァ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 21：35．2 2．3�

59 オンタケハート 牡4鹿 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486＋ 21：35．3� 4．9�
48 シュヴァリエ 牝4栗 55 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 452－ 41：35．4� 6．3�
713 ソードラック 牡4鹿 57 古川 吉洋佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464＋ 8 〃 ハナ 23．3�
714 タイセイマジック 牡4鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B472－ 8 〃 アタマ 12．8	
12 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 21：35．5� 11．2

815 サンアグライア 牝4鹿 55 井上 敏樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 444－ 61：35．82 128．8�
816 ドリームリヴァール �5黒鹿57 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448－ 2 〃 クビ 11．4�
24 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 西田雄一郎丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 524＋ 61：35．9� 28．8
36 ツクバアラモード 牝5栗 55 丸田 恭介細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B462＋ 21：36．21� 62．6�
612 フォワードカール 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：36．41	 31．9�
23 
 ヒラボクボーノ 牡4鹿 57 木幡 初也�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 454± 0 〃 クビ 85．3�
47 
 マルイチスクワート 牡5青鹿57 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 480＋ 41：36．61	 355．1�
35 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 伊藤 工真�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 494＋ 41：36．81	 98．8�
11 レッドルシファー 牡4鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 21：37．12 62．8�
510 リオグランデ 牝5鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：38．48 34．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，964，000円 複勝： 39，793，000円 枠連： 19，442，700円
馬連： 68，817，600円 馬単： 35，050，300円 ワイド： 34，818，400円
3連複： 86，350，100円 3連単： 142，784，300円 計： 457，020，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 190円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 299640 的中 � 104105（1番人気）
複勝票数 計 397930 的中 � 118333（1番人気）� 57089（2番人気）� 43166（3番人気）
枠連票数 計 194427 的中 （5－6） 26486（1番人気）
馬連票数 計 688176 的中 �� 66596（1番人気）
馬単票数 計 350503 的中 �� 21661（1番人気）
ワイド票数 計 348184 的中 �� 31533（1番人気）�� 26603（2番人気）�� 16086（5番人気）
3連複票数 計 863501 的中 ��� 43031（1番人気）
3連単票数 計1427843 的中 ��� 23868（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．4―12．5―11．7―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―48．4―1：00．9―1：12．6―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルメッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．7．20 中京1着

2011．5．11生 牡4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 13戦2勝 賞金 41，502，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 アラマサクロフネ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 マイネプレセア号



（27新潟1）第3日 5月9日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

174，340，000円
1，060，000円
6，080，000円
1，910，000円
15，660，000円
61，612，500円
5，816，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
211，965，100円
343，023，400円
133，587，500円
454，088，100円
259，490，200円
243，568，200円
599，857，300円
957，055，200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 3，202，635，000円

総入場人員 8，262名 （有料入場人員 7，038名）
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