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14037 5月10日 曇 良 （27新潟1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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

11 グランアラミス �3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 486－ 41：12．6 1．5�
33 スマートゾロ 牡3黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 464＋ 21：12．92 7．3�
814 メイショウアバラガ 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 516＋101：13．11� 10．4�
45 ミヤビヴィグラス 牝3栗 54 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 458± 01：13．41� 20．5�
813 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 410－ 61：13．5� 20．4�
712 ミストラルジョワ 牝3鹿 54 丸山 元気森岡 幸人氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 482－201：13．6クビ 83．0�
34 ツンデレーション 牡3青 56

53 ▲井上 敏樹スリースターズレーシング 中舘 英二 青森 青南ムラカミ
ファーム 486＋ 41：13．7� 36．0	

58 タイセイメテオ 牡3栗 56 川田 将雅田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 466± 01：13．91� 5．6

610 ビップヘラクレス 牡3栗 56 嘉藤 貴行鈴木 邦英氏 田島 俊明 様似 様似堀牧場 450 ―1：15．28 42．0�
46 ムーンライトバレエ 牝3黒鹿54 丸田 恭介伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 452－ 21：15．3� 226．3�
711 ルーナヴェント 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬中西 功氏 牧田 和弥 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518 ―1：15．61� 50．3
22 キタノイチバンボシ 牝3芦 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 村上 欽哉 464＋ 21：15．81� 176．7�
57 ワ イ マ ナ ロ 牡3栗 56 黛 弘人山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム B494 ―1：16．97 114．8�
69 ブルージャッジ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ブルーマネジメント高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 426 ―1：17．0� 214．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，411，500円 複勝： 56，503，800円 枠連： 7，959，200円
馬連： 27，069，100円 馬単： 20，111，000円 ワイド： 16，963，500円
3連複： 41，324，200円 3連単： 70，511，500円 計： 256，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 240円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 470円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 164115 的中 � 83572（1番人気）
複勝票数 計 565038 的中 � 428895（1番人気）� 23679（3番人気）� 15763（4番人気）
枠連票数 計 79592 的中 （1－3） 15761（2番人気）
馬連票数 計 270691 的中 �� 41972（2番人気）
馬単票数 計 201110 的中 �� 21733（2番人気）
ワイド票数 計 169635 的中 �� 20341（2番人気）�� 8929（6番人気）�� 3052（15番人気）
3連複票数 計 413242 的中 ��� 16873（6番人気）
3連単票数 計 705115 的中 ��� 12419（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．8―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアラミス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．2．7 東京3着

2012．4．17生 �3栗 母 ジェイケイスキャン 母母 オギロートレック 5戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイマナロ号・ブルージャッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月10日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 センノレイダース号（疾病〔感冒〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カムヒア号・フラッグシップ号
（非抽選馬） 4頭 キタノユメ号・サマーサラファン号・サンライズライン号・タカラレジェンド号

14038 5月10日 曇 良 （27新潟1）第4日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

712 ハッピーユニバンス 牝3黒鹿54 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：03．2 6．7�
58 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 福永 祐一畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 494＋ 62：03．73 4．1�
46 ブランダルジャン 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464± 02：04．12� 6．7�
610 ダノングリーン 牝3青鹿54 吉田 隼人�ダノックス 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 462＋ 2 〃 クビ 3．5�
815 ジャングルスコール 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 422－ 62：04．2� 23．9	
23 ウインティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 2 〃 クビ 9．6

59 トワノキラメキ 牝3鹿 54 西田雄一郎河村 �平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 474± 02：04．3� 278．0�
35 レッドペルル 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 464－ 4 〃 ハナ 6．7
22 ニホンピロピース 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 438＋ 62：04．51� 71．9�
34 エフティアシュリー 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 486－ 22：04．6� 157．4�
611 エクソールナーレ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 390＋ 6 〃 ハナ 48．3�
713 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 川須 栄彦佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 428－142：05．02� 97．0�
814 メ ド ゥ ー サ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 安惠氏 金成 貴史 安平 追分ファーム 472＋12 〃 ハナ 46．2�
47 シャトーブリアン 牝3芦 54 丸山 元気佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 460－ 2 〃 ハナ 118．7�
11 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 四位 洋文飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436＋ 22：05．1� 20．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，970，500円 複勝： 19，730，200円 枠連： 7，103，100円
馬連： 29，834，300円 馬単： 16，397，000円 ワイド： 16，197，300円
3連複： 37，930，700円 3連単： 53，754，500円 計： 194，917，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 160円 � 220円 枠 連（5－7） 1，310円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 530円 �� 780円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 14，400円

票 数

単勝票数 計 139705 的中 � 16536（5番人気）
複勝票数 計 197302 的中 � 23256（4番人気）� 34911（2番人気）� 22199（5番人気）
枠連票数 計 71031 的中 （5－7） 4173（6番人気）
馬連票数 計 298343 的中 �� 17385（4番人気）
馬単票数 計 163970 的中 �� 4195（11番人気）
ワイド票数 計 161973 的中 �� 8024（4番人気）�� 5169（11番人気）�� 7840（5番人気）
3連複票数 計 379307 的中 ��� 11030（6番人気）
3連単票数 計 537545 的中 ��� 2705（36番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―13．2―13．0―12．7―12．4―12．4―12．2―12．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―36．7―49．7―1：02．4―1：14．8―1：27．2―1：39．4―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
1，3（7，8）14（2，10）（11，13）（4，6，12）－9（5，15）・（1，3）8（2，10，14）7（6，13）11（4，12）－9，5，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーユニバンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．3．11生 牝3黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 パラベンス号の騎手四位洋文は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・8番・14番・13番）
〔調教再審査〕 パラベンス号は，4コーナーで外側に逃避したこと，および，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて

平地調教再審査。

第１回 新潟競馬 第４日



14039 5月10日 曇 良 （27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

59 アライドメジャーズ 牡3栗 56 福永 祐一木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444＋ 21：54．6 3．1�
610 カナラズカナラズ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 444－ 41：54．7� 40．7�
35 ロイヤルパンプ 牡3栗 56 石橋 脩吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 528± 01：55．02 4．5�
712 ダ ン カ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448± 01：55．53 10．4�
58 サードグラッド 牡3黒鹿56 古川 吉洋吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 488＋101：55．81� 25．7�
713 ブライアンキング 牡3鹿 56 大野 拓弥林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 470－ 41：56．01� 36．2�
611 ビービーボヌール 牡3青鹿56 川田 将雅	坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 474－ 41：56．31� 2．8

46 ビカムスター 牡3鹿 56

53 ▲義 英真平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 502＋121：56．93� 154．3�
34 ハヤブサロックオン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也武田 修氏 武井 亮 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464± 01：57．0� 196．7�

815 ノースフォンテン 牡3芦 56 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 464± 01：57．42� 282．9
11 ミスズミラクル 牡3黒鹿56 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 478± 01：57．61	 12．6�
22 ナイスイタリアン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 B486± 01：57．7� 30．1�
814 ムンドゥース 牡3青鹿56 荻野 琢真礒川 正明氏 今野 貞一 平取 高橋 啓 560＋ 81：57．8� 34．5�
47 ダイメイジョージ 牡3黒鹿56 国分 恭介宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 中田 浩美 508 ―1：57．9� 256．2�
23 メロディハート 牝3青鹿54 大庭 和弥村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 436－121：58．43 269．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，968，300円 複勝： 18，190，400円 枠連： 7，773，300円
馬連： 27，778，700円 馬単： 17，570，100円 ワイド： 16，263，100円
3連複： 36，513，900円 3連単： 56，996，400円 計： 195，054，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 660円 � 160円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 340円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 36，890円

票 数

単勝票数 計 139683 的中 � 35984（2番人気）
複勝票数 計 181904 的中 � 37120（2番人気）� 4798（9番人気）� 34522（3番人気）
枠連票数 計 77733 的中 （5－6） 18454（1番人気）
馬連票数 計 277787 的中 �� 4288（14番人気）
馬単票数 計 175701 的中 �� 1816（25番人気）
ワイド票数 計 162631 的中 �� 2455（19番人気）�� 14150（3番人気）�� 1972（25番人気）
3連複票数 計 365139 的中 ��� 4279（21番人気）
3連単票数 計 569964 的中 ��� 1120（105番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―13．2―12．9―12．9―13．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―50．3―1：03．2―1：16．1―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アライドメジャーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Brocco デビュー 2014．8．10 新潟11着

2012．4．2生 牡3栗 母 ミスユーフラン 母母 Careless Aly 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ノースフォンテン号の騎手熊沢重文は，第3日第1競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 エニシイチダイ号
（非抽選馬） 3頭 スティールブルグ号・トミースマイル号・ベラルディ号

14040 5月10日 曇 良 （27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 7，000，000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

33 ヒラボクインパクト 牡7鹿 60 五十嵐雄祐�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 492＋ 23：10．6 1．5�
79 � トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 464－ 43：11．87 12．9�
11 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 6 〃 アタマ 20．1�
67 カッパドキア 牡5黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466＋ 43：11．9クビ 6．0�
812� フ ィ オ リ ア 牡7鹿 60 林 満明鳴戸 雄一氏 坪 憲章 米 F. K. N.

Partners 488± 03：12．11� 50．1	
55 シゲルハリマ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 500＋103：12．2クビ 18．3

811 エ ス ペ リ ア 牡6栗 60 北沢 伸也佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 468＋ 63：12．73 7．3�
56 シゲルキシュウ 牡4芦 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 502± 03：13．76 104．1�
22 マコトサダイジン 牡4栗 59 高田 潤�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454－143：14．97 25．8
710 ゴールデンスキトマ 牡4栗 59 高野 和馬 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 490＋103：15．22 86．3�
68 カ ッ サ イ 牡4鹿 59 森 一馬 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 496＋103：17．2大差 42．5�
44 トーセンエスプリ 牝4栗 57 浜野谷憲尚島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 43：18．26 121．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，182，800円 複勝： 38，853，700円 枠連： 7，682，500円
馬連： 24，035，500円 馬単： 18，900，600円 ワイド： 14，690，800円
3連複： 34，590，000円 3連単： 70，474，500円 計： 222，410，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 230円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 131828 的中 � 69225（1番人気）
複勝票数 計 388537 的中 � 280969（1番人気）� 13594（5番人気）� 13834（4番人気）
枠連票数 計 76825 的中 （3－7） 9559（3番人気）
馬連票数 計 240355 的中 �� 23768（3番人気）
馬単票数 計 189006 的中 �� 15569（3番人気）
ワイド票数 計 146908 的中 �� 13492（3番人気）�� 11202（4番人気）�� 2914（14番人気）
3連複票数 計 345900 的中 ��� 13142（8番人気）
3連単票数 計 704745 的中 ��� 10205（13番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．6－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 メジロライアン デビュー 2010．6．27 福島1着

2008．3．17生 牡7鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 障害：5戦1勝 賞金 18，200，000円
〔騎手変更〕 シゲルハリマ号の騎手熊沢重文は，第3日第1競走での落馬負傷のため植野貴也に変更。



14041 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

713 ハイドンセット 牡3鹿 56
53 ▲井上 敏樹池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 464－ 21：49．1 11．3�

59 サトノダヴィンチ 牡3鹿 56 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478－ 4 〃 クビ 4．9�
712 バウトナカヤマ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 490＋181：49．52� 20．4�
47 ハイオンザリスト 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 474＋181：49．71 6．6�
46 スカーレットデビル 牡3鹿 56 吉田 隼人片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム B472－ 61：49．91� 5．8�
815 クリノダイシャリン 牡3栗 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 490± 01：50．0� 19．7	
35 オ マ ケ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452＋ 21：50．1� 9．5

610 コスモバカンス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 中本 隆志 438＋ 41：50．2� 248．5�
611 クリノテツマン 牡3栗 56 小牧 太栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 442－ 41：50．3クビ 190．6�
23 カフジムーン 牡3黒鹿56 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 猿橋 義昭 468＋ 61：50．83 91．8
22 スズカプレスト 牡3鹿 56 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 41：51．01� 2．7�
814 トミーゴールド 牡3栗 56 L．オールプレス 北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464－ 21：51．32 79．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 ドリームアラウンド 牡3黒鹿56 丸山 元気セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 五丸農場 B488＋ 41：52．15 66．5�
58 スカイナイト 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 壮史氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 522± 01：52．42 126．2�
34 メイショウムラシゲ 牡3鹿 56 丸田 恭介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 510－ 61：53．99 93．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，755，200円 複勝： 20，909，000円 枠連： 10，303，400円
馬連： 31，332，000円 馬単： 19，344，200円 ワイド： 19，754，000円
3連複： 41，610，700円 3連単： 67，298，700円 計： 225，307，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 360円 � 180円 � 440円 枠 連（5－7） 2，020円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 8，980円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，730円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 27，090円 3 連 単 ��� 90，690円

票 数

単勝票数 計 147552 的中 � 10364（6番人気）
複勝票数 計 209090 的中 � 13939（6番人気）� 36062（2番人気）� 10889（7番人気）
枠連票数 計 103034 的中 （5－7） 3937（10番人気）
馬連票数 計 313320 的中 �� 6425（14番人気）
馬単票数 計 193442 的中 �� 1614（35番人気）
ワイド票数 計 197540 的中 �� 4894（12番人気）�� 1335（30番人気）�� 2391（23番人気）
3連複票数 計 416107 的中 ��� 1152（70番人気）
3連単票数 計 672987 的中 ��� 538（295番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．3―12．6―13．2―13．7―12．0―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―34．9―47．5―1：00．7―1：14．4―1：26．4―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F34．7
3 8，2，6－15－（5，13）（1，9，12）（7，10）（3，11）（4，14） 4 8，2，6－15，13（5，9，12）1（7，10，11）（3，14）－4

勝馬の
紹 介

ハイドンセット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2014．9．20 新潟3着

2012．4．18生 牡3鹿 母 メルセンヌナンバー 母母 タ イ ト ル ド 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 クリノテツマン号の騎手熊沢重文は，第3日第1競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔その他〕 メイショウムラシゲ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
※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。

14042 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 レッドランタン 牝3青鹿54 福永 祐一 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 460＋ 41：10．9 5．0�
510 マイネルカルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 2 〃 ハナ 4．4�
815 ユアインマイハート 牝3鹿 54 �島 良太�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 444＋ 2 〃 クビ 11．6�
24 フクノグローリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 440＋ 61：11．0クビ 5．2�
11 トーホウバード 牡3黒鹿56 丸山 元気東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 436± 0 〃 クビ 26．9	
48 ナイスポジション 牡3鹿 56 川須 栄彦平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466± 01：11．1� 57．9

12 クラウンロベルト 牡3青鹿56 古川 吉洋�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 432－141：11．2	 13．7�
47 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440± 01：11．3クビ 9．1�
713 オーキャロル 牝3栗 54 丸田 恭介田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 418＋14 〃 ハナ 12．1�
816 リベルテラミューズ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 398± 0 〃 クビ 48．1�
714 デルマチョウスケ 牡3栃栗56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 436± 01：11．4クビ 10．9�
59 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 398－ 21：11．5	 14．5�
23 サークルワルツ 牝3黒鹿54 津村 明秀石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462－ 6 〃 クビ 47．6�
36 ド ー テ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 436＋101：11．71 154．4�
35 ハ ナ ミ ズ キ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン
牧場 450＋101：11．8� 78．2�

611 バレリーフォンテン 牝3鹿 54 杉原 誠人吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 420－ 41：12．22	 120．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，058，200円 複勝： 23，886，500円 枠連： 11，751，100円
馬連： 33，031，600円 馬単： 19，080，600円 ワイド： 21，388，900円
3連複： 50，950，000円 3連単： 66，675，900円 計： 242，822，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 190円 � 360円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，480円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 36，810円

票 数

単勝票数 計 160582 的中 � 25544（2番人気）
複勝票数 計 238865 的中 � 37120（2番人気）� 35016（3番人気）� 14281（8番人気）
枠連票数 計 117511 的中 （5－6） 10053（3番人気）
馬連票数 計 330316 的中 �� 17365（2番人気）
馬単票数 計 190806 的中 �� 5091（3番人気）
ワイド票数 計 213889 的中 �� 10561（2番人気）�� 3586（17番人気）�� 4182（12番人気）
3連複票数 計 509500 的中 ��� 4735（18番人気）
3連単票数 計 666759 的中 ��� 1313（76番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．9―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．8―47．0―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（6，12）（5，9，16）（1，10）（4，7）（14，15）13（3，2）－8－11 4 6，12（5，9，16）（1，10，15）（4，7，14）2，13，3－8－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドランタン �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．3．7 阪神7着

2012．4．16生 牝3青鹿 母 メモリーズオブロニー 母母 Pass Away 3戦1勝 賞金 5，750，000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 サイレンスラヴ号



14043 5月10日 晴 良 （27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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

57 チ ャ オ 牡4芦 57 杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B472＋101：53．9 23．2�

69 � プレスアテンション 牡4栗 57
56 ☆松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 クビ 6．6�
33 エミネントレコード 牡4鹿 57

54 ▲義 英真�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B486－ 41：54．0クビ 3．7�
45 ジュガンティーヤ 牡4青 57

54 ▲井上 敏樹�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530＋121：54．42� 3．3�
711 オンワードハンター 牡4鹿 57 嶋田 純次樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 460＋ 41：54．5� 5．4	
22 ブレイクアウト 牡4青鹿57 森 一馬安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474± 0 〃 クビ 9．6

56 � ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 藤懸 貴志�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 482＋ 21：54．71� 10．6�
812 カフジホーク 牡4栗 57 花田 大昂加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 432＋ 41：55．12� 213．3�
68 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 522＋ 21：55．2� 34．7
11 � キングラナキラ 牡4鹿 57 西村 太一桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B518＋ 21：55．3クビ 61．9�
44 � アフリカンブルー �4鹿 57 小野寺祐太杉浦 和也氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：55．4� 171．9�
710 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 中井 裕二坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B476＋ 21：57．3大差 19．4�
813� コクシブルース �4鹿 57

54 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 468＋101：57．83 242．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，614，100円 複勝： 18，829，800円 枠連： 8，131，400円
馬連： 28，734，600円 馬単： 16，238，500円 ワイド： 16，263，200円
3連複： 36，948，600円 3連単： 61，127，800円 計： 200，888，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 340円 � 220円 � 170円 枠 連（5－6） 2，590円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 20，230円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 800円 �� 610円

3 連 複 ��� 9，020円 3 連 単 ��� 120，100円

票 数

単勝票数 計 146141 的中 � 5024（8番人気）
複勝票数 計 188298 的中 � 12041（7番人気）� 21876（4番人気）� 35251（2番人気）
枠連票数 計 81314 的中 （5－6） 2428（14番人気）
馬連票数 計 287346 的中 �� 2777（24番人気）
馬単票数 計 162385 的中 �� 602（61番人気）
ワイド票数 計 162632 的中 �� 1619（28番人気）�� 5298（12番人気）�� 7190（5番人気）
3連複票数 計 369486 的中 ��� 3069（34番人気）
3連単票数 計 611278 的中 ��� 369（341番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．7―13．5―12．8―12．8―12．9―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．5―50．0―1：02．8―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4F51．1―3F38．3
1
3
3，10，13－（4，11）（2，7）9，5（6，8）－12－1
3，10，13（4，7，11）（2，9）5－（6，8）－（1，12）

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

勝馬の
紹 介

チ ャ オ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．3．8 中山1着

2011．4．27生 牡4芦 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 11戦2勝 賞金 13，670，000円

14044 5月10日 晴 良 （27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）
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

815� アスターストーム 牡5鹿 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

496＋ 61：11．7 5．2�
814 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 川田 将雅�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 478＋ 61：11．8	 2．2�
35 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 494＋ 61：11．9	 29．8�
23 � ドラゴンスパン 牡4黒鹿57 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 476－ 41：12．0クビ 18．3�
11 � レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 538＋ 61：12．1	 7．3�
713 エンジェヌー 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋241：12．42 47．8	

22 ワンダーヴィーヴァ 牡5青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 552－ 21：12．5	 6．0

59 キクノブレイン 牡5黒鹿57 津村 明秀菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 474－ 61：12．6	 13．8�
712
 チ ー フ テ ン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 480－ 2 〃 クビ 49．2�
611
 ファイアキング 牡5鹿 57 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B460± 01：13．13 119．8
34 リ ヴ ァ ロ 牝5鹿 55 宮崎 北斗四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B446－ 21：13．2クビ 73．0�
47 
 リックバナード 牡4栗 57 L．オールプレス 山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500＋ 81：13．41� 150．9�
（旧姓 L．マンビー） （新）

58 
 シャッツクヴェレ 牡4青鹿57 吉田 隼人青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム B474－ 21：13．93 71．5�
46 スズノライジン 牡6黒鹿 57

56 ☆松若 風馬小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 528＋ 81：14．11 37．6�
610 マダムアグライア 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 506＋ 41：15．8大差 22．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，869，500円 複勝： 29，464，000円 枠連： 14，055，600円
馬連： 40，059，000円 馬単： 21，720，700円 ワイド： 23，646，900円
3連複： 52，869，700円 3連単： 79，104，100円 計： 281，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 120円 � 440円 枠 連（8－8） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，710円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 18，850円

票 数

単勝票数 計 208695 的中 � 32043（2番人気）
複勝票数 計 294640 的中 � 52271（2番人気）� 81891（1番人気）� 10882（8番人気）
枠連票数 計 140556 的中 （8－8） 16623（2番人気）
馬連票数 計 400590 的中 �� 45713（1番人気）
馬単票数 計 217207 的中 �� 11192（2番人気）
ワイド票数 計 236469 的中 �� 24698（1番人気）�� 3199（17番人気）�� 5635（11番人気）
3連複票数 計 528697 的中 ��� 9281（8番人気）
3連単票数 計 791041 的中 ��� 3041（34番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．7―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．2―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アスターストーム �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2013．2．10 小倉9着

2010．3．19生 牡5鹿 母 Spread 母母 Broadcast 15戦3勝 賞金 31，040，000円
〔制裁〕 ワンダーヴィーヴァ号の騎手小牧太は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 マダムアグライア号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 クイックスパイダー号・プレシャスベガ号
※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。



14045 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

69 サトノフェアリー 牝5鹿 55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋ 82：00．5 7．0�
56 ヴィルジニア 牝5鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 クビ 3．1�
57 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 吉田 隼人荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 22：00．71� 4．3�
711 マサノマリリン 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 464＋ 42：00．8� 14．6�
22 マイネリベルタス 牝4鹿 55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 426± 0 〃 クビ 21．3�
812 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋122：01．01� 4．4	
44 ディレットリーチェ 牝5栗 55 国分 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508＋102：01．2	 110．0

68 
 マンディスキュア 牝4黒鹿55 古川 吉洋�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 462－ 8 〃 同着 55．4�
813 ウインステージ 牝4栗 55 黛 弘人�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 380＋ 42：01．41� 130．8
11 ヤマニンアリエッタ 牝4黒鹿55 小牧 太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 522＋ 6 〃 クビ 10．7�
45 ソムニアシチー 牝5鹿 55 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B456＋ 62：01．82� 19．9�
33 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 418＋ 82：01．9� 47．5�
710 エリンジューム 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 482＋ 82：02．11� 65．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，775，200円 複勝： 26，411，400円 枠連： 12，943，800円
馬連： 40，684，000円 馬単： 21，484，800円 ワイド： 21，275，700円
3連複： 52，015，300円 3連単： 81，372，100円 計： 275，962，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 150円 � 180円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 530円 �� 560円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 197752 的中 � 22531（4番人気）
複勝票数 計 264114 的中 � 34491（4番人気）� 49495（2番人気）� 36474（3番人気）
枠連票数 計 129438 的中 （5－6） 17696（2番人気）
馬連票数 計 406840 的中 �� 26470（3番人気）
馬単票数 計 214848 的中 �� 5337（9番人気）
ワイド票数 計 212757 的中 �� 9775（5番人気）�� 9148（6番人気）�� 19981（1番人気）
3連複票数 計 520153 的中 ��� 20342（3番人気）
3連単票数 計 813721 的中 ��� 4768（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．4―12．3―12．5―12．2―11．8―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．5―48．9―1：01．2―1：13．7―1：25．9―1：37．7―1：48．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフェアリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2012．11．4 東京11着

2010．3．17生 牝5鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 17戦2勝 賞金 19，850，000円

14046 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時40分 （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

79 マルカウォーレン 牡3黒鹿56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504－ 41：53．4 1．8�
812 デヴァスタシオン 牡3栃栗56 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 496－141：53．71� 4．1�
33 ヒルノデンハーグ 牡3栗 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 476± 01：53．8� 8．9�
22 ブルースブレイカー 牡3鹿 56 津村 明秀市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 486－ 61：53．9クビ 43．2�
56 テイケイネクサス 牡3鹿 56 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 450＋ 61：54．21� 141．1�
11 マイネルネッツ 牡3鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 赤石 久夫 472－ 41：54．3	 50．6	
67 
 グラブザフラッグ 牡3栗 56 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 480± 01：54．4クビ 6．6

55 パッショネイトラン 牡3鹿 56 吉田 隼人米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 536＋10 〃 クビ 26．8�
710 フクノドービル 牡3鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 494＋101：54．5クビ 61．8�
68 メイショウフェイク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 クビ 9．8
44 スマイルフォース 牡3鹿 56 大野 拓弥上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454－ 81：55．24 163．6�
811 ケイエスミラージュ 牡3鹿 56 古川 吉洋キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 486± 02：07．9大差 105．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，623，700円 複勝： 36，519，000円 枠連： 14，495，300円
馬連： 60，416，500円 馬単： 37，909，900円 ワイド： 28，640，400円
3連複： 69，213，000円 3連単： 138，570，200円 計： 415，388，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 480円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 296237 的中 � 125357（1番人気）
複勝票数 計 365190 的中 � 156857（1番人気）� 52453（2番人気）� 35430（3番人気）
枠連票数 計 144953 的中 （7－8） 34798（1番人気）
馬連票数 計 604165 的中 �� 122065（1番人気）
馬単票数 計 379099 的中 �� 49011（1番人気）
ワイド票数 計 286404 的中 �� 48730（1番人気）�� 24837（2番人気）�� 12674（5番人気）
3連複票数 計 692130 的中 ��� 69490（1番人気）
3連単票数 計1385702 的中 ��� 44939（1番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．7―13．3―12．9―12．7―13．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．3―49．6―1：02．5―1：15．2―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカウォーレン �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 Wild Again デビュー 2014．11．24 京都1着

2012．5．4生 牡3黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 4戦2勝 賞金 20，229，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイエスミラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月10日まで平地

競走に出走できない。



14047 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4日 第11競走 ��
��2，000�第37回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，26．5．10以降27．5．3まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

36 ダ コ ー ル 牡7鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－ 21：59．6 10．7�
24 ナカヤマナイト 牡7栗 57 L．オールプレス 和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 488－ 41：59．81� 57．2�

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 アルフレード 牡6鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 552＋ 4 〃 クビ 11．0�
59 ア ー デ ン ト 牡6芦 56 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：59．9� 78．6�
11 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 ハナ 5．0	
714 マイネルディーン 牡6青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 456－ 2 〃 ハナ 33．1

611 パッションダンス 牡7鹿 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：00．0� 8．7�
48 ユールシンギング 牡5鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 536＋ 82：00．1� 56．2�
12 クランモンタナ 牡6芦 55 丸田 恭介 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B486＋ 2 〃 ハナ 39．5
815 ハギノハイブリッド 牡4栗 56 国分 恭介日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 452± 02：00．2� 11．4�
816 ヒットザターゲット 牡7栗 57 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 2 〃 ハナ 29．4�
713 アズマシャトル 牡4鹿 56 	島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 512＋ 8 〃 ハナ 12．6�
23 デウスウルト 
7黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 4．2�
612 メイショウカンパク 牡8黒鹿55 川須 栄彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋ 62：00．3� 340．3�
510 ダノンヨーヨー 牡9栗 55 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：00．4クビ 112．9�
47 マテンロウボス 牡4黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 470＋ 62：00．61� 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，740，900円 複勝： 151，779，100円 枠連： 70，685，300円
馬連： 405，941，300円 馬単： 161，652，300円 ワイド： 154，739，100円
3連複： 570，154，100円 3連単： 843，707，300円 計： 2，461，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 370円 � 1，470円 � 460円 枠 連（2－3） 1，150円

馬 連 �� 35，750円 馬 単 �� 66，430円

ワ イ ド �� 8，590円 �� 2，200円 �� 10，980円

3 連 複 ��� 130，520円 3 連 単 ��� 945，420円

票 数

単勝票数 計1027409 的中 � 76654（5番人気）
複勝票数 計1517791 的中 � 117644（5番人気）� 24532（12番人気）� 89607（8番人気）
枠連票数 計 706853 的中 （2－3） 47362（4番人気）
馬連票数 計4059413 的中 �� 8799（65番人気）
馬単票数 計1616523 的中 �� 1825（132番人気）
ワイド票数 計1547391 的中 �� 4610（71番人気）�� 18449（28番人気）�� 3602（76番人気）
3連複票数 計5701541 的中 ��� 3276（250番人気）
3連単票数 計8437073 的中 ��� 647（1515番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．0―11．9―12．4―12．4―11．8―11．5―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．2―49．1―1：01．5―1：13．9―1：25．7―1：37．2―1：48．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2010．10．31 京都1着

2008．3．17生 牡7鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 37戦7勝 賞金 278，219，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒュウマ号
（非抽選馬） 7頭 エックスマーク号・カルドブレッサ号・グランデスバル号・スズカロジック号・ダノンジェラート号・

マウントシャスタ号・マジェスティハーツ号
※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。

14048 5月10日 晴 良 （27新潟1）第4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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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
53．7
53．7

良
良

714 ヨシカワクン 牝5鹿 55 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B454± 0 55．8 9．2�
611 ヤマノハヤブサ 牡4黒鹿57 松若 風馬山泉千代子氏 山内 研二 日高 天羽 禮治 470－ 4 55．9� 3．7�
713 マイネパシオーネ 牝4栗 55 丹内 祐次 �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 444＋ 6 56．11	 70．1�
510
 アスペンサミット 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 482± 0 〃 ハナ 3．7�
11 � ザゲームイズオン 牡6鹿 57 吉田 隼人大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 38．8�
816 マッドアバウトユー 牝4栗 55 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 470＋12 56．2クビ 5．6	
36 
 ロケットダッシュ 牡5鹿 57 福永 祐一 
キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 494＋10 56．3� 8．0�
24 � ムーンフライト 牝4鹿 55 川須 栄彦 
社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474－10 〃 クビ 13．1�
59 � リルバニヤン 牝5鹿 55 L．オールプレスホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 450＋ 4 56．4� 82．7

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 � シンボリゾンネ 牡7栗 57 宮崎 北斗シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 528－ 8 56．5クビ 81．8�
612 アポロオオジャ 牡4栗 57 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 B446＋ 2 〃 アタマ 33．7�
815 ファンファーレ 牝4栗 55 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B484－ 6 56．6� 16．2�
47 アカノジュウロク 牝5鹿 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452＋ 2 56．91� 25．1�
23 フリュクティドール 牝4鹿 55 嘉藤 貴行
ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 432＋ 6 57．0� 253．9�
12 レッドジャイヴ 牡5青鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム B466＋ 8 57．1クビ 52．9�
48 エクスプローラー 牡6青 57 杉原 誠人薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム 494－18 57．31	 195．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，396，900円 複勝： 51，599，300円 枠連： 27，821，900円
馬連： 100，083，000円 馬単： 47，201，800円 ワイド： 46，721，200円
3連複： 135，926，900円 3連単： 210，211，900円 計： 656，962，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 160円 � 1，370円 枠 連（6－7） 1，550円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 680円 �� 5，050円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 25，070円 3 連 単 ��� 125，220円

票 数

単勝票数 計 373969 的中 � 32433（5番人気）
複勝票数 計 515993 的中 � 41584（4番人気）� 107673（2番人気）� 7379（12番人気）
枠連票数 計 278219 的中 （6－7） 13882（5番人気）
馬連票数 計1000830 的中 �� 45451（4番人気）
馬単票数 計 472018 的中 �� 9236（11番人気）
ワイド票数 計 467212 的中 �� 18718（4番人気）�� 2298（47番人気）�� 3297（34番人気）
3連複票数 計1359269 的中 ��� 4066（77番人気）
3連単票数 計2102119 的中 ��� 1217（359番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―11．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．3―44．2

上り4F43．7－3F33．5
勝馬の
紹 介

ヨシカワクン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．7．22 新潟8着

2010．5．9生 牝5鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 18戦3勝 賞金 28，564，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 タカラジェニファ号・デンコウウノ号・バシニアティヴ号
※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。

３レース目



（27新潟1）第4日 5月10日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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 手 当

211，550，000円
7，900，000円
1，810，000円
19，030，000円
64，599，500円
5，442，400円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
313，366，800円
492，676，200円
200，705，900円
848，999，600円
417，611，500円
396，544，100円
1，160，047，100円
1，799，804，900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 5，629，756，100円

総入場人員 14，486名 （有料入場人員 12，609名）
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