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14073 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 ガラドリエル 牝3栗 54 勝浦 正樹�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 486± 01：55．0 2．2�
611 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 沖田 博志 434± 01：55．63� 26．9�
713 タイセイマリーン 牝3芦 54 田辺 裕信田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B442± 0 〃 アタマ 7．4�
58 ス ト レ ー ザ 牝3鹿 54 �島 良太�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502＋ 41：55．7クビ 146．0�
610 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 中谷 雄太�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 418± 01：56．02 20．0	
11 タマモラララ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 452－ 81：56．31� 2．4

23 イットガール 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 21：56．51� 16．3�
35 エスケイアタック 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 424＋ 41：56．92� 182．6�
22 ヴィクトリーアスカ 牝3黒鹿54 嶋田 純次古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 前川 正美 446－ 41：57．11 185．3
34 ウエスタンジュリア 牝3鹿 54 丸田 恭介西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 424－ 4 〃 ハナ 26．4�
712 メイショウメラボシ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 438－ 21：57．95 188．4�
46 ヴェンティミリア 牝3鹿 54 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 464－141：58．0� 171．9�
815 オウケンチョコ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 468＋ 61：58．63� 53．5�
59 マサノボーラー 牝3栗 54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 444－ 61：58．92 39．3�
47 ラヴィーダヴィー 牝3栗 54 村田 一誠小林竜太郎氏 武井 亮 えりも エクセルマネジメント 408± 02：00．6大差 195．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，026，800円 複勝： 28，648，700円 枠連： 7，512，400円
馬連： 24，585，600円 馬単： 18，646，100円 ワイド： 14，872，000円
3連複： 40，646，800円 3連単： 66，708，200円 計： 212，646，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 340円 � 140円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 660円 �� 260円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 110268 的中 � 39069（1番人気）
複勝票数 計 286487 的中 � 178794（1番人気）� 7260（5番人気）� 28104（3番人気）
枠連票数 計 75124 的中 （6－8） 5887（4番人気）
馬連票数 計 245856 的中 �� 9721（5番人気）
馬単票数 計 186461 的中 �� 4769（9番人気）
ワイド票数 計 148720 的中 �� 5387（5番人気）�� 16736（2番人気）�� 4216（7番人気）
3連複票数 計 406468 的中 ��� 13688（6番人気）
3連単票数 計 667082 的中 ��� 5442（19番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．7―12．8―12．7―12．6―13．0―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．9―49．7―1：02．4―1：15．0―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
1（14，15）－（8，13）3－（5，7，11）10－4，6－9－（2，12）・（1，14）－（8，13，15）（3，11）－5，10－（7，4，6）－2，9，12

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

勝馬の
紹 介

ガラドリエル �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．13 阪神5着

2012．3．12生 牝3栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 7戦1勝 賞金 13，050，000円
〔制裁〕 イットガール号の騎手義英真は，1コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴィーダヴィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月23日まで平地競

走に出走できない。

14074 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

713 トウショウデュエル 牡3栗 56 勝浦 正樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 61：12．8 5．6�
59 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 01：12．9� 4．4�
23 グレートブレス 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 502± 0 〃 クビ 9．1�

814 ヒカリピオニー 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 500＋ 41：13．0� 3．7�

46 タケルワールド 牡3栗 56 村田 一誠森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 440－ 21：13．53 75．9�
58 サトノハーデス 牡3鹿 56 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－ 4 〃 ハナ 11．1	
712 トウショウチャート 牡3栗 56 松田 大作トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 424－ 6 〃 アタマ 51．8

610 ページェントリー 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 446＋ 21：13．6� 30．4�
22 ランドザスターズ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 61：13．7クビ 35．4�

611 グローリアスアーク 牝3鹿 54 田辺 裕信日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ
ングセンター 490＋ 81：14．02 13．7

11 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B494－ 41：14．1� 6．1�
47 ブループレリュード 牝3栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480－ 81：14．2� 34．4�
34 ウィステリアガール 牝3鹿 54 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 428＋ 21：14．94 88．8�
35 タカラレジェンド 牡3鹿 56 小野寺祐太村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 494－ 21：15．21� 344．9�
815 ブルーミングランド 牝3栗 54 L．オールプレス 山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 484＋ 81：16．47 120．8�

（旧姓 L．マンビー） （新）

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，902，300円 複勝： 21，026，400円 枠連： 7，492，800円
馬連： 24，266，000円 馬単： 12，857，700円 ワイド： 15，664，600円
3連複： 34，925，500円 3連単： 43，157，500円 計： 171，292，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 160円 � 260円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 620円 �� 820円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 18，310円

票 数

単勝票数 計 119023 的中 � 16730（3番人気）
複勝票数 計 210264 的中 � 38746（2番人気）� 36232（3番人気）� 17454（5番人気）
枠連票数 計 74928 的中 （5－7） 7017（2番人気）
馬連票数 計 242660 的中 �� 14548（3番人気）
馬単票数 計 128577 的中 �� 3376（8番人気）
ワイド票数 計 156646 的中 �� 6608（5番人気）�� 4827（10番人気）�� 6022（6番人気）
3連複票数 計 349255 的中 ��� 8227（8番人気）
3連単票数 計 431575 的中 ��� 1708（50番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．2―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウデュエル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイタクヘリオス デビュー 2015．2．7 東京7着

2012．4．25生 牡3栗 母 ヘヴントウショウ 母母 ダンシントウショウ 6戦1勝 賞金 9，050，000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。
（非抽選馬） 1頭 ツクバレガーロ号
※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。

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50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

610 オーサムレジェンド 牡3栗 56
53 ▲城戸 義政 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484－ 41：55．1 9．2�

34 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± 01：55．2� 7．8�
713 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 468＋ 41：56．37 7．0�
22 エヴリホープ 牝3栗 54 菅原 隆一�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 432＋ 21：56．4� 46．2�
58 タムロミラクル 牡3青鹿56 藤懸 貴志谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466＋ 4 〃 ハナ 3．0	
35 ロイヤルパンプ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 530＋ 21：56．61� 8．2

814 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B550－ 41：57．02� 5．1�
23 クロスザボーダー 牡3栗 56 森 一馬松田 整二氏 森田 直行 浦河 大北牧場 428＋ 61：57．21� 171．9�
611 トミケンブレスク 牡3鹿 56 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B476± 01：57．41� 28．9
47 サウンドギャツビー 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：57．6� 8．5�
11 ビカムスター 牡3鹿 56 西村 太一平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 502± 01：57．7� 78．1�
59 ワイルドモンスター 牡3鹿 56 小野寺祐太 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 480－ 81：58．76 173．8�
815 ト ー ア レ ラ 牡3芦 56 中井 裕二高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 552－141：59．02 56．3�
712 スプリングムサシ 牡3鹿 56 原田 和真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 B424－ 21：59．21 218．5�
46 スカイナイト 牡3鹿 56

53 ▲義 英真岡田 壮史氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 520－ 21：59．73 84．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，497，000円 複勝： 18，873，500円 枠連： 7，830，600円
馬連： 22，054，900円 馬単： 13，526，000円 ワイド： 12，809，400円
3連複： 31，047，300円 3連単： 41，043，900円 計： 160，682，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 240円 � 210円 枠 連（3－6） 1，600円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，470円 �� 720円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 57，440円

票 数

単勝票数 計 134970 的中 � 11667（7番人気）
複勝票数 計 188735 的中 � 16050（6番人気）� 20861（4番人気）� 24386（3番人気）
枠連票数 計 78306 的中 （3－6） 3778（9番人気）
馬連票数 計 220549 的中 �� 3871（18番人気）
馬単票数 計 135260 的中 �� 1251（36番人気）
ワイド票数 計 128094 的中 �� 2074（18番人気）�� 2205（17番人気）�� 4758（9番人気）
3連複票数 計 310473 的中 ��� 2657（29番人気）
3連単票数 計 410439 的中 ��� 518（201番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．4―13．2―12．8―12．9―13．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．4―51．6―1：04．4―1：17．3―1：30．5―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーサムレジェンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2015．4．26 京都8着

2012．3．1生 牡3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 2戦1勝 賞金 5，000，000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 スーパーノヴァ号

14076 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

69 シゲルササグリ 牡6黒鹿60 植野 貴也森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 510－ 23：08．7 8．3�
711 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 43：09．44 2．9�
57 スマートギア 牡10栗 60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 466＋123：09．5� 30．6�
46 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 540＋ 6 〃 アタマ 6．3�
58 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 4 〃 ハナ 4．5�
22 ティーエスハーツ 牡4黒鹿59 林 満明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 550＋ 83：09．71� 12．3	
610� 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 436－ 2 〃 アタマ 22．9

45 ブ ッ ト バ セ 牡5栗 60 田村 太雅一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 カナイシスタッド 510＋ 23：10．33� 15．4�
34 ユキノスライダー 牡5栗 60 難波 剛健遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 442－123：12．1大差 23．3�
813� ランズデール �4栗 59 北沢 伸也一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506＋103：12．63 90．8
814 セイカプリコーン 牡7鹿 60 白浜 雄造金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 496＋ 63：17．3大差 36．0�
11 � コーリンヴァレロ 牡7鹿 60 金子 光希伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 512－123：18．57 213．1�
33 � 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 B490＋ 43：29．4大差 17．3�
712 マイネルブルズアイ 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 484± 0 （競走中止） 21．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，748，500円 複勝： 15，490，000円 枠連： 7，945，500円
馬連： 20，989，000円 馬単： 12，938，300円 ワイド： 12，837，200円
3連複： 34，471，800円 3連単： 47，120，400円 計： 163，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 150円 � 850円 枠 連（6－7） 990円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 850円 �� 4，570円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 112，740円

票 数

単勝票数 計 117485 的中 � 11268（4番人気）
複勝票数 計 154900 的中 � 11648（5番人気）� 36622（1番人気）� 3534（11番人気）
枠連票数 計 79455 的中 （6－7） 6200（3番人気）
馬連票数 計 209890 的中 �� 8618（5番人気）
馬単票数 計 129383 的中 �� 2310（13番人気）
ワイド票数 計 128372 的中 �� 4073（6番人気）�� 702（49番人気）�� 1286（34番人気）
3連複票数 計 344718 的中 ��� 1226（71番人気）
3連単票数 計 471204 的中 ��� 303（381番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．0－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルササグリ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2011．10．8 京都6着

2009．3．29生 牡6黒鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ユキノスライダー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 マイネルブルズアイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オリエンタルサン号・サンレイロッキー号
（非抽選馬） 2頭 キーアイテム号・レッドローズキング号



14077 5月23日 晴 良 （27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 （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

59 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 424＋ 21：09．3 12．5�
12 トーホウバード 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 436± 01：09．4� 17．6�
48 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B480± 01：09．5	 18．2�
816 サクラエクレール 牡3栗 56 松田 大作�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 502＋ 41：09．6	 42．2�
36 マイネルカルド 牡3鹿 56 田辺 裕信 �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± 0 〃 ハナ 3．0�
23 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿56 長岡 禎仁	谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490± 0 〃 クビ 9．6

713 マ イ ヒ レ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 404＋ 21：09．7	 9．2�
35 ユアインマイハート 牝3鹿 54 藤田 伸二	グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 444± 01：09．8クビ 12．0�
815 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 丸田 恭介栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 428＋12 〃 ハナ 14．6
11 ダイメイゴン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 482＋ 61：09．9� 66．3�
24 ア ク イ ー ユ 牝3青鹿54 菱田 裕二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－12 〃 クビ 22．2�
510 クリノツーイーソー 牡3栗 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 420－ 61：10．0	 213．8�
612
 エイシンパライソ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 508－ 2 〃 ハナ 4．1�

47 マルターズレーン 牡3鹿 56 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 500 ―1：10．32 44．7�
611 ヴィクトリーノース 牝3栗 54 L．オールプレス 古賀 慎一氏 谷原 義明 平取 川向高橋育

成牧場 458＋ 61：10．4	 66．1�
（旧姓 L．マンビー） （新）

714 アイアムジャンピン 牡3鹿 56 伊藤 工真西城 公雄氏 高橋 文雅 新冠 川上牧場 498 ―1：13．0大差 284．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，833，500円 複勝： 23，068，500円 枠連： 10，433，200円
馬連： 28，717，700円 馬単： 18，048，200円 ワイド： 20，435，100円
3連複： 42，043，700円 3連単： 55，596，600円 計： 216，176，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 360円 � 470円 � 570円 枠 連（1－5） 8，100円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 3，360円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 31，030円 3 連 単 ��� 174，490円

票 数

単勝票数 計 178335 的中 � 11371（6番人気）
複勝票数 計 230685 的中 � 17889（6番人気）� 12796（7番人気）� 10201（9番人気）
枠連票数 計 104332 的中 （1－5） 998（25番人気）
馬連票数 計 287177 的中 �� 4153（19番人気）
馬単票数 計 180482 的中 �� 1291（42番人気）
ワイド票数 計 204351 的中 �� 2929（20番人気）�� 1562（38番人気）�� 1255（45番人気）
3連複票数 計 420437 的中 ��� 1016（97番人気）
3連単票数 計 555966 的中 ��� 231（565番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．7―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―34．1―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロンディジェニー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．11 東京2着

2012．4．13生 牝3栗 母 ツルマルアイ 母母 サンデーアイ 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 ヘットロー号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムジャンピン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23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 フラワーフェスタ号
※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。

14078 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第6競走 ��2，200�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
2：11．0
2：10．0

良
良

612 キッスアフィニティ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 518＋102：15．1 4．6�
510 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 392＋ 62：15．31� 34．2�
59 マイネルレオーネ 牡3黒鹿56 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 390± 0 〃 ハナ 24．5�
714 ダノンウルフ 牡3芦 56 丸田 恭介�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：15．51� 49．2�
11 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 8 〃 クビ 85．2	
24 デンコウインパルス 牡3鹿 56 藤田 伸二田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 474± 02：15．92� 5．3

47 レッドベリンダ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 432－ 42：16．0� 4．7�
23 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 B470－ 42：16．1� 5．5�
36 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 426＋ 2 〃 アタマ 19．0
35 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± 02：16．2� 14．6�
713 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 436＋ 42：16．73 8．9�
12 バイザスコット 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 488 ―2：17．01� 52．0�
816 シャイニーシチー 牡3栗 56 国分 優作 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 日高 日高大洋牧場 486＋ 22：17．42� 149．0�
48 ショウナンカブト 牡3栗 56 L．オールプレス 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 466＋ 22：17．61� 18．6�

（旧姓 L．マンビー） （新）

815 ジェアンレーヴ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－122：18．77 22．9�
（15頭）

611 バトナージュ 牝3黒鹿 54
51 ▲城戸 義政 �シルクレーシング 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，797，400円 複勝： 21，610，200円 枠連： 8，905，100円
馬連： 25，572，800円 馬単： 14，304，100円 ワイド： 15，456，300円
3連複： 33，116，100円 3連単： 44，565，700円 計： 179，327，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 230円 � 680円 � 560円 枠 連（5－6） 3，060円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 11，460円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 2，300円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 41，250円 3 連 単 ��� 178，500円

票 数

単勝票数 差引計 157974（返還計 107） 的中 � 27152（1番人気）
複勝票数 差引計 216102（返還計 118） 的中 � 29785（2番人気）� 7461（11番人気）� 9339（8番人気）
枠連票数 差引計 89051（返還計 3 ） 的中 （5－6） 2255（14番人気）
馬連票数 差引計 255728（返還計 153） 的中 �� 2738（29番人気）
馬単票数 差引計 143041（返還計 366） 的中 �� 936（48番人気）
ワイド票数 差引計 154563（返還計 105） 的中 �� 1645（31番人気）�� 1739（28番人気）�� 903（48番人気）
3連複票数 差引計 331161（返還計 204） 的中 ��� 602（132番人気）
3連単票数 差引計 445657（返還計 231） 的中 ��� 181（583番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．9―12．8―12．6―12．5―12．1―12．3―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―36．1―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．1―1：38．4―1：50．4―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
3，13，6（4，16）（8，7，12）（10，15）14－（5，1）2＝9
3，13（6，16，12）4（8，7）（5，10）14，15－（2，1）9

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

勝馬の
紹 介

キッスアフィニティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．7．13 福島9着

2012．2．13生 牡3黒鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 バトナージュ号は，疾病〔創傷性右角膜炎〕のため出走取消。
※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 ロードプレステージ号
※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。



14079 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：09．2
1：08．7

重
重

611 ピクニックソング 牝4鹿 55 小坂 忠士山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 456＋ 41：11．6 3．3�
713 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± 01：12．23� 18．1�
815 ナムラヒラリー 牝4青鹿55 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 436＋ 4 〃 ハナ 8．3�
47 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 古川 吉洋伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 502－ 21：12．3� 10．0�
22 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 菱田 裕二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：12．4� 47．1�
814 ハイキートーン 牝5栗 55

52 ▲�島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 456－ 2 〃 ハナ 20．5	
59 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± 01：12．5クビ 6．3

11 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 448－ 41：12．71	 36．8�
35 
 ハ ナ フ ブ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 424＋ 3 〃 ハナ 10．6�

46 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 466＋ 2 〃 ハナ 26．6

610 マ チ ル ダ 牝4栗 55
52 ▲義 英真萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 468＋ 81：12．91� 5．0�

712 リバーコンサート 牝4栗 55 勝浦 正樹河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 446＋321：13．11	 26．9�
34 キクノアリア 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 468＋201：13．31	 89．0�
58 ケンタッキーミント 牝4青鹿55 藤田 伸二長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 488＋221：14．15 27．3�
23 
 クリノモンテローザ 牝6栗 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 畠山牧場 462＋ 81：17．1大差 320．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，746，900円 複勝： 20，401，600円 枠連： 10，216，700円
馬連： 25，910，900円 馬単： 14，963，900円 ワイド： 16，048，500円
3連複： 36，384，600円 3連単： 51，817，200円 計： 189，490，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 400円 � 270円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 950円 �� 630円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 38，210円

票 数

単勝票数 計 137469 的中 � 33202（1番人気）
複勝票数 計 204016 的中 � 46861（1番人気）� 10454（7番人気）� 17971（5番人気）
枠連票数 計 102167 的中 （6－7） 7704（5番人気）
馬連票数 計 259109 的中 �� 7265（10番人気）
馬単票数 計 149639 的中 �� 2411（18番人気）
ワイド票数 計 160485 的中 �� 4344（10番人気）�� 6841（3番人気）�� 1647（30番人気）
3連複票数 計 363846 的中 ��� 3779（21番人気）
3連単票数 計 518172 的中 ��� 983（107番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピクニックソング �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．8．25 小倉1着

2011．5．8生 牝4鹿 母 コウユーノミチ 母母 オフトメロディ 16戦2勝 賞金 24，220，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノモンテローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23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。
（非抽選馬） 2頭 サンタレジーナ号・ジギースンナー号

14080 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

816 ヤマノハヤブサ 牡4黒鹿57 菱田 裕二山泉千代子氏 山内 研二 日高 天羽 禮治 462－ 8 56．2 1．9�
612 クリノコマチ 牝4栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 448－ 4 56．3� 4．5�
714 ソアリングホーク 牡4鹿 57 藤田 伸二藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 488－ 2 〃 ハナ 15．6�
48 リュウツバメ 牝5鹿 55 丸田 恭介田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 550＋23 56．51� 99．5�
815 ダイワラスター 牝4黒鹿55 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 434＋10 56．92� 39．4�
713 メイショウカイモン �4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 460－ 8 〃 アタマ 63．4�
36 ダブルフェイス 牡4栗 57 勝浦 正樹山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516± 0 57．11� 7．0	
611 カゼニタツライオン 牡5栗 57

54 ▲義 英真小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 514－10 〃 ハナ 17．1

24 	 ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 クビ 151．4�
11 	 ザゲームイズオン 牡6鹿 57

54 ▲
島 克駿大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496－ 2 57．41� 24．6�
47 カシノヒカル 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ
アーム 472＋ 1 57．5� 32．7

59 マイネパシオーネ 牝4栗 55 黛 弘人 �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 440－ 4 〃 アタマ 18．0�

23 サンマルバクシン �4鹿 57 松田 大作相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 440－16 57．81� 58．2�
510 コグノセンティ 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 472－16 58．01� 56．5�
35 アイティダイヤ 牝4栗 55 長岡 禎仁一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 武田牧場 460± 0 58．1� 62．8�
12 ネーラペルレ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466＋ 4 59．27 64．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，962，000円 複勝： 24，929，700円 枠連： 10，966，400円
馬連： 32，278，300円 馬単： 20，855，500円 ワイド： 18，170，000円
3連複： 48，252，600円 3連単： 87，150，400円 計： 260，564，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 210円 �� 540円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 179620 的中 � 74046（1番人気）
複勝票数 計 249297 的中 � 109091（1番人気）� 38202（2番人気）� 11961（5番人気）
枠連票数 計 109664 的中 （6－8） 29153（1番人気）
馬連票数 計 322783 的中 �� 58261（1番人気）
馬単票数 計 208555 的中 �� 27047（1番人気）
ワイド票数 計 181700 的中 �� 26324（1番人気）�� 7992（4番人気）�� 3466（12番人気）
3連複票数 計 482526 的中 ��� 21579（2番人気）
3連単票数 計 871504 的中 ��� 15468（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．5―44．3

上り4F44．1－3F33．6
勝馬の
紹 介

ヤマノハヤブサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．13 函館2着

2011．4．22生 牡4黒鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 14戦2勝 賞金 28，920，000円
※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 アタッキングゾーン号・シャドウリーフ号・タカラジェニファ号・ナルミチャン号・バトルムーングロウ号・

ラドゥガ号



14081 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7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）

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

11 � ピ エ リ ー ナ 牝4芦 55 丸山 元気 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 81：54．1 7．0�

23 ノースファイヤー 牝4青鹿55 勝浦 正樹キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 508＋ 21：54．52� 10．4�
610 サンレイフローラ 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B450－ 61：54．6クビ 7．8�
58 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55 田辺 裕信岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 484＋ 81：54．81	 6．4�
59 グラスティファニー 牝4栗 55 村田 一誠半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 460－ 81：54．9� 27．6�
814 メテオレイン 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 462－101：55．11	 130．5	
35 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 472－ 41：55．31	 7．0�
47 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 伊藤 工真細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 462－ 21：55．62 7．3�
46 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 458＋ 8 〃 クビ 20．9

（旧姓 L．マンビー） （新）

815 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 国分 恭介大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B464＋ 41：56．45 4．7�
22 レイズアセイル 牝4栗 55 西田雄一郎 
グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B466＋211：56．61� 214．9�
34 ヴァレンティーア 牝5栗 55 丸田 恭介佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 452－161：56．91
 27．4�
713 アルマミーア 牝4黒鹿55 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：57．53� 16．4�
611 スカイグラフィティ 牝5芦 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：58．13� 24．4�
712� アンスメーヌ 牝4栗 55 国分 優作 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 436－311：58．31� 139．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，470，400円 複勝： 25，766，800円 枠連： 11，461，100円
馬連： 34，734，900円 馬単： 18，744，500円 ワイド： 20，540，700円
3連複： 46，937，500円 3連単： 71，155，500円 計： 245，811，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 330円 � 230円 枠 連（1－2） 4，340円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，450円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 16，850円 3 連 単 ��� 83，610円

票 数

単勝票数 計 164704 的中 � 18593（4番人気）
複勝票数 計 257668 的中 � 24985（5番人気）� 18840（7番人気）� 31425（3番人気）
枠連票数 計 114611 的中 （1－2） 2042（23番人気）
馬連票数 計 347349 的中 �� 5432（22番人気）
馬単票数 計 187445 的中 �� 1767（36番人気）
ワイド票数 計 205407 的中 �� 2471（26番人気）�� 3685（19番人気）�� 2866（23番人気）
3連複票数 計 469375 的中 ��� 2089（62番人気）
3連単票数 計 711555 的中 ��� 617（307番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．4―13．1―12．5―12．5―13．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．6―49．7―1：02．2―1：14．7―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
・（1，15）（2，5）（14，13）9（6，11）8－（10，7）－12（3，4）
1，15（2，5）（14，8，13）（9，6，11）（10，7）3－（12，4）

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

勝馬の
紹 介

�ピ エ リ ー ナ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．19生 牝4芦 母 バイラリーナ 母母 ダンシングアウンティー 7戦1勝 賞金 8，690，000円
初出走 JRA

※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。

14082 5月23日 晴 良 （27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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

34 モンドインテロ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋121：46．1 3．0�
712 アクセラレート 牡3鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋121：46．73� 5．3�
11 サブライムカイザー 牡3鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 490± 0 〃 ハナ 7．5�
711 ディアコンチェルト 牡3黒鹿56 古川 吉洋ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 448± 0 〃 クビ 5．9�
58 ダンツカペラ 牡3黒鹿56 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 496＋ 81：46．8クビ 14．5	
45 ナスノセイカン 牡3鹿 56 勝浦 正樹
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 456± 01：47．01� 5．9�
46 カプリチオーソ 牡3栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 444＋ 21：47．1クビ 103．3�
57 ヒロフォーシーズン 牡3青鹿56 川須 栄彦守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472－ 21：47．31� 30．2
22 ルグランパントル 牡3鹿 56 伊藤 工真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 8 〃 ハナ 15．8�
610 ジャストサウンド 牡3鹿 56 丸田 恭介増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 450＋ 4 〃 クビ 97．9�
813 マイネルリード 牡3鹿 56 黛 弘人 �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 484＋16 〃 ハナ 34．7�
69 ハイドンセット 牡3鹿 56 丸山 元気池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 460－ 41：47．72� 35．6�
33 オーラクィーン 牝3芦 54 井上 敏樹福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 438＋ 61：47．8クビ 50．7�
814 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 454＋ 21：48．12 91．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，488，400円 複勝： 31，189，200円 枠連： 15，471，700円
馬連： 48，128，000円 馬単： 25，909，600円 ワイド： 25，993，900円
3連複： 59，469，900円 3連単： 94，193，500円 計： 324，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 210円 � 200円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 610円 �� 560円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 244884 的中 � 63256（1番人気）
複勝票数 計 311892 的中 � 55823（1番人気）� 34681（5番人気）� 39946（4番人気）
枠連票数 計 154717 的中 （3－7） 20182（1番人気）
馬連票数 計 481280 的中 �� 27192（4番人気）
馬単票数 計 259096 的中 �� 8998（2番人気）
ワイド票数 計 259939 的中 �� 10987（7番人気）�� 12183（4番人気）�� 6242（11番人気）
3連複票数 計 594699 的中 ��� 13649（7番人気）
3連単票数 計 941935 的中 ��� 5357（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．2―12．2―11．8―12．2―11．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．0―47．2―59．0―1：11．2―1：23．1―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡3鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 3戦2勝 賞金 15，715，000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。



14083 5月23日 晴 良 （27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，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
1：07．5
1：06．5

良
良

48 アブマーシュ 牝6鹿 55 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 488－101：08．4 11．9�

510 スリーカーニバル 牝5鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 476－ 2 〃 クビ 9．2�
24 キタサンエピソード 牡6栗 57 国分 優作�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 488± 01：08．61� 13．9�
23 パイメイメイ 牝4鹿 55 菱田 裕二西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B478－ 41：08．7クビ 13．6�
36 アリュージョン 牝4鹿 55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 8 〃 クビ 16．1	
47 プリンセスムーン 牝5栗 55 	島 克駿玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B504＋ 41：08．8
 7．2

611 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：08．9クビ 7．1�
713 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 田辺 裕信�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456＋10 〃 クビ 4．9�
714 メイショウゲンブ 牡6鹿 57 竹之下智昭松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 488＋ 61：09．0クビ 85．7
816 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420＋ 4 〃 クビ 41．0�
815 ロマネクイーン 牝5鹿 55 西田雄一郎村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B468－ 4 〃 ハナ 31．7�
59 ヨシカワクン 牝5鹿 55 L．オールプレス 井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 454± 01：09．1クビ 37．0�

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 � ダークマレイン 牝6鹿 55 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 480＋18 〃 ハナ 32．8�

612� エイシンテキサス 牡5青 57 勝浦 正樹平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC 484± 01：09．31� 5．8�

12 ダンツカナリー 牝5青鹿55 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 462－ 21：09．51� 19．3�
11 ダイワインスパイア 牡6鹿 57 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 472＋ 4 〃 クビ 39．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，379，500円 複勝： 43，534，900円 枠連： 33，711，100円
馬連： 111，683，600円 馬単： 49，340，000円 ワイド： 49，283，600円
3連複： 153，741，300円 3連単： 208，974，500円 計： 680，648，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 310円 � 320円 � 420円 枠 連（4－5） 1，770円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，960円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，940円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 18，080円 3 連 単 ��� 96，070円

票 数

単勝票数 計 303795 的中 � 20301（6番人気）
複勝票数 計 435349 的中 � 37377（5番人気）� 35942（6番人気）� 25742（7番人気）
枠連票数 計 337111 的中 （4－5） 14712（7番人気）
馬連票数 計1116836 的中 �� 19117（17番人気）
馬単票数 計 493400 的中 �� 4647（31番人気）
ワイド票数 計 492836 的中 �� 8121（16番人気）�� 6552（21番人気）�� 5457（30番人気）
3連複票数 計1537413 的中 ��� 6375（56番人気）
3連単票数 計2089745 的中 ��� 1577（300番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．8―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 6，13－（7，15）（2，9，10）（1，5，8）（4，11，12）－14，3－16 4 6，13－（7，15）（9，10）（2，5，8）（1，4，11，12）－14－3－16

勝馬の
紹 介

アブマーシュ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Diesis デビュー 2011．6．25 中山中止

2009．4．17生 牝6鹿 母 ア リ ヴ ェ 母母 Persian Flute 39戦4勝 賞金 70，967，000円
〔制裁〕 プリンセスムーン号の騎手	島克駿は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コスモグラウベ号・ヒカリトリトン号・ベルリネッタ号
※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。

14084 5月23日 晴 良 （27新潟1）第7日 第12競走 ��
��1，600�

さんじょう

三 条 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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

12 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 462－ 21：34．2 10．7�
816 リオグランデ 牝5鹿 55 国分 優作 �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 448－ 2 〃 アタマ 54．2�
714 モンテエベレスト �5青鹿57 L．オールプレス 毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500＋ 81：34．3	 8．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

48 ハギノブシドウ 牡5栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 494－ 81：34．4クビ 14．0�
815
 シ ン ガ ン 牡4青鹿57 菱田 裕二林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 492＋ 2 〃 クビ 11．3�
24 � シークレットベース 牝7鹿 55 丸山 元気山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 448＋ 41：34．5� 10．6	
612 グリーンラヴ 牡5栗 57 中谷 雄太 
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 482－ 2 〃 ハナ 5．9�
36 メイショウラリマー 牡4栗 57 国分 恭介松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 488± 0 〃 クビ 20．4
47 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 488＋ 21：34．71 2．4�
23 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 41：35．01	 39．9�
611 ニナフェアリー 牝4鹿 55 的場 勇人 
ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 444－ 41：35．21 58．7�
35 レッドムーヴ 牝5鹿 55 丸田 恭介 
東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 450－ 41：35．41� 13．8�
11 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 448＋ 41：35．5� 60．1�
713
� アスターカウンティ 牡4鹿 57 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC 482－14 〃 クビ 202．2�
59 � バシニアティヴ 牝5栗 55 嶋田 純次石橋 英郎氏 高橋 義博 洞�湖 メジロ牧場 426－ 41：35．71 206．1�
510 スリーデーモン 牡5青鹿57 西田雄一郎永井商事
 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 526＋ 41：36．01	 215．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，526，100円 複勝： 36，622，100円 枠連： 17，304，600円
馬連： 64，464，900円 馬単： 33，113，600円 ワイド： 32，625，000円
3連複： 82，075，900円 3連単： 126，983，600円 計： 420，715，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 330円 � 1，350円 � 270円 枠 連（1－8） 4，450円

馬 連 �� 29，520円 馬 単 �� 45，230円

ワ イ ド �� 6，420円 �� 1，610円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 82，290円 3 連 単 ��� 586，380円

票 数

単勝票数 計 275261 的中 � 20542（5番人気）
複勝票数 計 366221 的中 � 30480（4番人気）� 6051（11番人気）� 39899（3番人気）
枠連票数 計 173046 的中 （1－8） 3013（20番人気）
馬連票数 計 644649 的中 �� 1692（58番人気）
馬単票数 計 331136 的中 �� 549（100番人気）
ワイド票数 計 326250 的中 �� 1297（50番人気）�� 5344（17番人気）�� 1158（56番人気）
3連複票数 計 820759 的中 ��� 748（168番人気）
3連単票数 計1269836 的中 ��� 157（1076番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―11．9―11．8―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．8―47．7―59．5―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソードラック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．1 東京6着

2011．3．5生 牡4鹿 母 クロスバラード 母母 エンドレスメロディ 15戦2勝 賞金 25，449，000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。
（非当選馬） 4頭 コンドッティエーレ号・シンボリゾンネ号・フリュクティドール号・リックバナード号
※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。



（27新潟1）第7日 5月23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 182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

160，670，000円
7，900，000円
1，670，000円
14，200，000円
66，853，500円
5，546，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
212，378，800円
311，161，600円
149，251，200円
463，386，600円
253，247，500円
254，736，300円
643，113，000円
938，467，000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 3，225，742，000円

総入場人員 8，667名 （有料入場人員 7，430名）
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