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14013 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2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

712 カノンブルー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 434± 01：55．1 38．9�
713 ガラドリエル 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 486± 0 〃 ハナ 3．1�
47 パヴェダイヤモンド 牝3栗 54 川須 栄彦大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440± 01：55．52� 13．1�
46 スノーグース 牝3芦 54 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446－ 61：55．71� 66．1�
59 ミヤジレリゴー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 528± 01：55．8� 3．0�
23 プロセルピナ 牝3栗 54 西田雄一郎清水 敏氏 奥平 雅士 様似 澤井 義一 434－ 21：55．9� 26．7	
35 スカイパッション 牝3栗 54 藤懸 貴志小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 464± 01：56．0クビ 5．4

11 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 松田 大作 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494± 01：56．1� 32．5�
611 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 464－ 8 〃 アタマ 22．4
814 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 468－141：56．95 17．6�
610 スノーライン 牝3芦 54 高倉 稜八尾 博氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 450＋ 21：57．0クビ 306．8�
34 キョウワディアナ 牝3栗 54 丹内 祐次�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 508 ―1：57．1� 189．2�
58 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 国分 恭介 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 486－ 81：57．52� 44．1�
22 ホウザンモモ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗神田 通博氏 和田 雄二 鹿児島 松元 登 386－ 61：58．24 318．2�
815 ジャストザルーチェ 牝3黒鹿54 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472＋ 81：59．58 9．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，001，200円 複勝： 21，431，800円 枠連： 8，810，200円
馬連： 33，658，500円 馬単： 20，538，600円 ワイド： 20，616，300円
3連複： 48，144，400円 3連単： 63，984，500円 計： 231，185，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 800円 � 140円 � 310円 枠 連（7－7） 3，440円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 10，550円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 4，030円 �� 650円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 143，610円

票 数

単勝票数 計 140012 的中 � 2878（10番人気）
複勝票数 計 214318 的中 � 5159（9番人気）� 53654（2番人気）� 16062（5番人気）
枠連票数 計 88102 的中 （7－7） 1983（13番人気）
馬連票数 計 336585 的中 �� 6600（14番人気）
馬単票数 計 205386 的中 �� 1460（30番人気）
ワイド票数 計 206163 的中 �� 4204（13番人気）�� 1255（37番人気）�� 8646（5番人気）
3連複票数 計 481444 的中 ��� 2892（38番人気）
3連単票数 計 639845 的中 ��� 323（355番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．4―13．7―12．9―12．6―13．0―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．0―50．7―1：03．6―1：16．2―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カノンブルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．14 新潟7着

2012．4．2生 牝3鹿 母 アムルタート 母母 フサイチクイーン 7戦1勝 賞金 6，300，000円

14014 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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

33 コロマンデル 牡3黒鹿 56
53 ▲�島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－ 61：12．2 2．2�

58 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56
54 △岩崎 翼中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ

ファーム 490＋141：12．3� 15．2�
22 ノ ラ ネ コ �3栗 56

53 ▲義 英真�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 41：13．15 52．3�
45 グレートブレス 牡3栗 56 松田 大作 �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－ 21：13．2� 4．5�
57 アスタークリスタル 牡3芦 56 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 466－ 21：13．62� 203．8	
34 シャドウリクルート 牡3栗 56 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 548＋14 〃 ハナ 22．5

46 ノーブルコスマー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 454－ 61：13．7� 90．1�

711 マ タ ン ギ �3芦 56 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 422－ 41：13．91	 76．8�
610 トーホウハンター 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 478－101：14．22 9．4
11 シャカシャカ 牝3鹿 54 黛 弘人 �チャンピオンズファーム 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 418 ―1：15．26 112．3�
814 ペイシャンスイット 牡3青鹿56 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 462± 01：15．3クビ 116．8�
712 スリーミスゲイ 牝3栗 54 国分 恭介永井商事� 大橋 勇樹 日高 白井牧場 442－ 8 〃 ハナ 365．8�
69 リッキーファイト 牡3栗 56 勝浦 正樹佐藤 力一氏 古賀 史生 日高 川島 良一 B446＋ 61：16．910 19．7�
813 ナリタサウス 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 450＋ 2 （競走中止） 3．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，679，900円 複勝： 23，496，800円 枠連： 8，156，800円
馬連： 30，714，500円 馬単： 18，077，900円 ワイド： 16，553，800円
3連複： 39，111，700円 3連単： 59，439，100円 計： 210，230，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 500円 � 1，040円 枠 連（3－5） 1，680円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，870円 �� 7，730円

3 連 複 ��� 20，620円 3 連 単 ��� 66，910円

票 数

単勝票数 計 146799 的中 � 51922（1番人気）
複勝票数 計 234968 的中 � 70994（1番人気）� 9495（7番人気）� 4145（8番人気）
枠連票数 計 81568 的中 （3－5） 3751（8番人気）
馬連票数 計 307145 的中 �� 11363（8番人気）
馬単票数 計 180779 的中 �� 4667（9番人気）
ワイド票数 計 165538 的中 �� 5382（9番人気）�� 2261（17番人気）�� 531（44番人気）
3連複票数 計 391117 的中 ��� 1422（52番人気）
3連単票数 計 594391 的中 ��� 644（182番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロマンデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．25 中京5着

2012．5．28生 牡3黒鹿 母 マハーバリプラム 母母 マ ハ ー ブ 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔競走中止〕 ナリタサウス号は，4コーナーでつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コロマンデル号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成27年5月9日から平成27年5月17日まで

騎乗停止。（被害馬：12番・13番・11番・9番）
〔その他〕 リッキーファイト号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 スコラバロック号（疾病〔左寛跛行〕のため）

第１回 新潟競馬 第２日



14015 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2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

57 ロードステルス 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大
作ステーブル B456－ 21：56．0 32．4�

58 ララクードゥリオン 牡3青鹿56 森 一馬フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 500＋ 6 〃 クビ 20．0�
711 エリオットベイ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 510－ 41：56．1クビ 2．3�
22 キ ヨ マ サ 牡3黒鹿56 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 468－ 6 〃 クビ 7．8�
813 キングライデン 牡3芦 56 吉田 隼人村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 静内白井牧場 508－ 61：56．2クビ 26．8	
46 サトノメダリスト 牡3黒鹿56 松田 大作里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 516± 01：56．83� 2．9

33 バーンイットアウト 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－ 41：57．12 8．2�

45 マルシゲジャパン 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 464－ 21：57．63 15．3�

69 ト ー ア レ ラ 牡3芦 56 丸山 元気高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 566＋141：57．7� 124．2
712 スプリングアンサー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬加藤 春夫氏 牧田 和弥 様似 堀 弘康 526＋ 61：57．91� 83．4�
11 トーセンシーギリア 牡3黒鹿56 黛 弘人島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－ 21：58．0� 70．9�
814 コウザンゴールド 牡3栗 56

54 △岩崎 翼山下 良子氏 中村 均 様似 様似堀牧場 478 ― 〃 アタマ 142．1�
34 キングサクセサー 牡3鹿 56 丹内 祐次嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：58．1クビ 241．3�
610 ワンダーオマージュ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 540 ― 〃 ハナ 302．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，640，200円 複勝： 27，522，000円 枠連： 9，271，600円
馬連： 35，324，100円 馬単： 21，302，000円 ワイド： 20，055，900円
3連複： 44，444，700円 3連単： 68，711，900円 計： 246，272，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 520円 � 310円 � 120円 枠 連（5－5） 24，520円

馬 連 �� 17，730円 馬 単 �� 34，580円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 900円 �� 570円

3 連 複 ��� 10，310円 3 連 単 ��� 121，790円

票 数

単勝票数 計 196402 的中 � 4839（8番人気）
複勝票数 計 275220 的中 � 9371（8番人気）� 17261（5番人気）� 93448（1番人気）
枠連票数 計 92716 的中 （5－5） 293（28番人気）
馬連票数 計 353241 的中 �� 1544（33番人気）
馬単票数 計 213020 的中 �� 462（68番人気）
ワイド票数 計 200559 的中 �� 1479（29番人気）�� 5751（10番人気）�� 9613（4番人気）
3連複票数 計 444447 的中 ��� 3232（35番人気）
3連単票数 計 687119 的中 ��� 409（316番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．4―14．1―13．4―13．2―12．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．7―51．8―1：05．2―1：18．4―1：31．2―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードステルス �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．31 札幌9着

2012．5．22生 牡3鹿 母 アズマタイガー 母母 サンデーストーリー 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ララクードゥリオン号の騎手森一馬は，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：13番）
※出走取消馬 キクノステラ号（疾病〔口角部裂創〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルエイサー号

14016 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2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

22 スズカアンペール 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 476－ 23：08．4 3．4�
45 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 490＋ 43：08．5� 2．9�
33 ウインイルソーレ 牡4鹿 59 石神 深一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 484－ 8 〃 クビ 40．5�
610 コスモパトラ 牡4鹿 59 山本 康志 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 446± 03：08．81� 12．1�
57 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 542＋ 23：08．9� 14．1	
711 ファイアーシチー 牡4青鹿59 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 468＋ 83：09．11 16．3

46 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B498± 03：09．42 4．9�
813 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 上野 翔片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 476－ 23：09．82� 30．6�
58 グレイトハスラー 牡4栗 59 植野 貴也小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 B480－ 83：09．9クビ 32．1
11 フェミニンドレス 牝4栗 57 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 428－ 23：10．22 164．9�
34 メイショウボンロク 牡4栗 59 中村 将之松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 492－ 43：13．7大差 28．1�
712 エンプレスアイル 牝4鹿 57 草野 太郎黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 456－ 63：15．08 155．7�
69 キョウワアーサー 牡5栗 60 白浜 雄造�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 460－223：28．2大差 21．8�
814 ドルチェレガート �4栗 59 高野 和馬岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 450－ 2 （競走中止） 56．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，558，100円 複勝： 16，774，100円 枠連： 12，887，200円
馬連： 25，470，400円 馬単： 16，165，300円 ワイド： 16，095，700円
3連複： 40，139，300円 3連単： 58，175，700円 計： 200，265，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 570円 枠 連（2－4） 410円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，000円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 22，740円

票 数

単勝票数 計 145581 的中 � 34183（2番人気）
複勝票数 計 167741 的中 � 37065（1番人気）� 34126（2番人気）� 4890（11番人気）
枠連票数 計 128872 的中 （2－4） 24120（1番人気）
馬連票数 計 254704 的中 �� 26956（2番人気）
馬単票数 計 161653 的中 �� 9250（2番人気）
ワイド票数 計 160957 的中 �� 14765（2番人気）�� 1901（28番人気）�� 2211（22番人気）
3連複票数 計 401393 的中 ��� 4647（21番人気）
3連単票数 計 581757 的中 ��� 1854（56番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．0－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカアンペール �
�
父 ロイヤルスズカ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2010．12．5 阪神13着

2008．4．27生 牡7鹿 母 スズカアンゼラ 母母 セトアンゼラ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キョウワアーサー号の騎手佐久間寛志は，第1日第4競走での落馬負傷のため白浜雄造に変更。
〔競走中止〕 ドルチェレガート号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランデアリュール号



14017 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時05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 ドリームドルチェ 牡3青鹿56 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 500＋ 61：11．7 7．3�
814 マルカメテオ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 468＋ 21：12．12� 3．1�
712 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－ 21：12．42 10．7�
11 	 セイウンデライラ 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &

Thorne,Inc. 482－ 41：13．14 7．7�
22 サンマルメジャール 牝3鹿 54 �島 良太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 448＋ 41：13．2� 55．9�
46 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 446－ 21：13．52 172．3	
611 カシノフレンジー 牡3鹿 56 草野 太郎柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 504－ 21：13．6� 131．8

47 シーユーアゲン 牡3鹿 56 吉田 隼人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞
湖 レイクヴィラファーム 416－ 6 〃 クビ 121．9�
35 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B448＋ 2 〃 ハナ 4．1�
23 タ ナ ボ タ 牝3栗 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 436－101：13．7� 38．3
815 ク リ オ ロ 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 464－ 8 〃 ハナ 116．7�
34 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B460－ 61：13．91� 5．8�
58 プルミエプリ 牡3栗 56 西田雄一郎�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 452± 01：14．53� 18．0�
610 シゲルノマオイ 牡3栗 56 柴山 雄一森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 474－ 41：14．6� 95．0�
59 ボールドハート 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼増田 陽一氏 中村 均 新冠 奥山 博 484－ 21：15．02� 43．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，454，000円 複勝： 25，763，400円 枠連： 13，026，800円
馬連： 34，668，500円 馬単： 21，674，000円 ワイド： 23，813，800円
3連複： 48，943，400円 3連単： 68，169，700円 計： 253，513，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 150円 � 300円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，250円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 21，820円

票 数

単勝票数 計 174540 的中 � 19051（4番人気）
複勝票数 計 257634 的中 � 24080（5番人気）� 55112（1番人気）� 19277（6番人気）
枠連票数 計 130268 的中 （7－8） 12076（4番人気）
馬連票数 計 346685 的中 �� 24678（3番人気）
馬単票数 計 216740 的中 �� 6821（8番人気）
ワイド票数 計 238138 的中 �� 12535（5番人気）�� 4692（17番人気）�� 7843（10番人気）
3連複票数 計 489434 的中 ��� 9387（12番人気）
3連単票数 計 681697 的中 ��� 2264（65番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームドルチェ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．22 東京3着

2012．4．17生 牡3青鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター 4戦1勝 賞金 7，300，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 アサケカペラ号・エイコオアルバ号・パストラーレ号・ルーシーイズマイン号

14018 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

33 ダンツカペラ 牡3黒鹿56 西村 太一山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 488＋ 21：48．5 8．8�
711 ウソハッピャク 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 462＋101：48．71� 7．9�
34 タガノヴェリテ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 61：49．12� 4．1�

22 スターチェイサー 牡3芦 56 嶋田 純次 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 476－ 21：49．2� 4．1�
46 カスクストレングス 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 482＋121：49．41� 4．6�
58 メイショウヤマザト 牡3黒鹿56 花田 大昂松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 472＋ 21：49．61� 56．6	
69 ミュトスレディ 牝3鹿 54 森 一馬小村アセットM
 矢作 芳人 安平 追分ファーム 460± 01：49．7クビ 7．7�
11 イーストホープ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎�ターフ・スポート高橋 亮 浦河 鵜木 唯義 456＋ 61：49．8� 28．8�
813 ドリームポリーニ 牡3栗 56

53 ▲義 英真セゾンレースホース
 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454＋ 41：49．9クビ 13．0
610 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 420－121：50．0� 272．3�
814 シャイニンバトラー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 402± 01：50．21� 60．3�
45 デルマチハヤ 牝3栗 54 平野 優浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 436＋ 2 〃 クビ 161．5�
57 ウインフォーエバー 牝3鹿 54 中井 裕二
ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 450－ 2 〃 ハナ 37．3�
712 カリスマサンバゴ 牡3黒鹿56 小野寺祐太畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 474－ 21：52．1大差 251．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，300，800円 複勝： 21，144，900円 枠連： 9，267，100円
馬連： 28，460，100円 馬単： 17，706，300円 ワイド： 16，802，100円
3連複： 37，249，200円 3連単： 51，996，900円 計： 196，927，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 220円 � 270円 � 170円 枠 連（3－7） 1，330円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 620円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 33，360円

票 数

単勝票数 計 143008 的中 � 12950（6番人気）
複勝票数 計 211449 的中 � 24843（5番人気）� 17674（6番人気）� 37908（1番人気）
枠連票数 計 92671 的中 （3－7） 5398（6番人気）
馬連票数 計 284601 的中 �� 5903（20番人気）
馬単票数 計 177063 的中 �� 2055（33番人気）
ワイド票数 計 168021 的中 �� 3048（21番人気）�� 7109（4番人気）�� 5977（9番人気）
3連複票数 計 372492 的中 ��� 6100（17番人気）
3連単票数 計 519969 的中 ��� 1130（149番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．7―13．2―12．9―11．9―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．0―47．7―1：00．9―1：13．8―1：25．7―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツカペラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．11．9 京都6着

2012．2．7生 牡3黒鹿 母 クールアンフルール 母母 フレッシュミドリ 5戦1勝 賞金 5，750，000円



14019 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

22 キャレモンショコラ 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 508＋161：11．8 1．9�
35 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 452＋ 8 〃 ハナ 9．8�
46 ラフィネシチー 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 456＋10 〃 クビ 49．2�
611 トウカイマインド 牝4鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 466＋ 81：12．12 92．5�
713 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 504± 01：12．41� 7．7�
34 レッドレイチェル 牝4鹿 55

52 ▲�島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460＋ 41：12．5クビ 11．5	
58 サンタレジーナ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B488＋121：12．6� 46．2

11 トラストフェアリー 牝4栗 55

53 △岩崎 翼菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 442＋141：12．7� 62．4�
712 ビットアリエス 牝4青鹿55 吉田 隼人礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 442＋ 41：12．91� 19．5�
815 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 440－ 6 〃 アタマ 6．5
47 セカイノカナ 牝5芦 55 丸山 元気泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 450＋101：13．0クビ 103．5�
59 ヘリオドール 牝4青鹿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 448＋ 41：13．85 43．3�
814 ダイワコンシード 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 492－ 21：14．12 9．5�
610	 メ ニ ア オ バ 牝4鹿 55 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 460＋ 81：14．3� 130．5�

（14頭）
23 プリティーキャロル 牝5芦 55 西田雄一郎伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 448－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，593，700円 複勝： 31，384，100円 枠連： 13，288，400円
馬連： 32，130，800円 馬単： 22，018，500円 ワイド： 20，107，100円
3連複： 44，148，700円 3連単： 76，717，300円 計： 259，388，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 620円 枠 連（2－3） 360円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，290円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 8，220円 3 連 単 ��� 23，950円

票 数

単勝票数 差引計 195937（返還計 1032） 的中 � 80837（1番人気）
複勝票数 差引計 313841（返還計 1689） 的中 � 121179（1番人気）� 34611（3番人気）� 7383（8番人気）
枠連票数 差引計 132884（返還計 848） 的中 （2－3） 27873（1番人気）
馬連票数 差引計 321308（返還計 5972） 的中 �� 36161（1番人気）
馬単票数 差引計 220185（返還計 3724） 的中 �� 18356（2番人気）
ワイド票数 差引計 201071（返還計 4511） 的中 �� 18474（2番人気）�� 3776（13番人気）�� 1047（35番人気）
3連複票数 差引計 441487（返還計 14926） 的中 ��� 4025（20番人気）
3連単票数 差引計 767173（返還計 23339） 的中 ��� 2322（68番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．5―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャレモンショコラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．26 中山1着

2011．5．2生 牝4鹿 母 スウィートダンス 母母 スウィートステップ 7戦2勝 賞金 20，900，000円
〔競走除外〕 プリティーキャロル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 プリティーキャロル号は，平成27年5月4日から平成27年6月2日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンテレーズ号

14020 5月3日 曇 良 （27新潟1）第2日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・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
2：24．6
2：22．1

良
良

811 タカノハーバー 牡5青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 482－102：27．7 6．8�
79 � モンテエクリプス 牡6鹿 57 吉田 隼人毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 456± 02：27．91� 11．0�
44 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 国分 恭介 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：28．0� 4．1�
68 ワンダフルワールド 牡4栗 57 川須 栄彦三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 492－ 42：28．1� 3．3�
22 ウインミラグロス 牡4栗 57 黛 弘人�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462± 0 〃 ハナ 26．1	
56 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 42：28．2	 6．6

67 スマッシュスマイル 
7栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 462－222：28．52 9．1�
55 ジャングルパサー 牡5鹿 57 西田雄一郎 �シルクレーシング 高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 522－ 62：28．71� 23．7�
11 ローリングストーン 牡6鹿 57 柴山 雄一佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 500＋12 〃 ハナ 18．5
33 � ジェットソング 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 446－ 22：28．8	 17．7�
812 コーリンジャヴロー 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476± 0 〃 アタマ 66．3�
710 ウインサーガ 
6黒鹿57 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 490＋ 62：29．75 121．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，760，600円 複勝： 24，452，700円 枠連： 8，926，200円
馬連： 30，666，500円 馬単： 18，925，500円 ワイド： 17，647，300円
3連複： 41，153，000円 3連単： 61，921，300円 計： 219，453，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 240円 � 150円 枠 連（7－8） 4，130円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 800円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 10，220円 3 連 単 ��� 55，150円

票 数

単勝票数 計 157606 的中 � 18314（4番人気）
複勝票数 計 244527 的中 � 25491（4番人気）� 23839（5番人気）� 49700（1番人気）
枠連票数 計 89262 的中 （7－8） 1672（14番人気）
馬連票数 計 306665 的中 �� 5623（17番人気）
馬単票数 計 189255 的中 �� 1792（31番人気）
ワイド票数 計 176473 的中 �� 2769（21番人気）�� 5783（7番人気）�� 4148（11番人気）
3連複票数 計 411530 的中 ��� 3020（39番人気）
3連単票数 計 619213 的中 ��� 814（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．1―36．0―48．2―1：01．1―1：13．9―1：26．8―1：39．4―1：52．2―2：04．4―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．5
1
3
11－（8，10）－2－6（3，9）（7，4）12－（1，5）
11，8（2，6，10，9）（4，5）（3，7，1）12

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

勝馬の
紹 介

タカノハーバー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．10．21 新潟1着

2010．3．6生 牡5青鹿 母 チェリッシュレディ 母母 キュリオスレディー 11戦3勝 賞金 23，876，000円
〔制裁〕 ワンダフルワールド号の騎手川須栄彦は，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。



14021 5月3日 曇 良 （27新潟1）第2日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

11 � ザンブローネ 牡4栗 57 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves
Revocable Trust B544－ 41：53．6 2．9�

33 アグネスユニコーン 牡4黒鹿57 吉田 隼人渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B498＋ 61：53．81	 2．4�
67 キョウワランサー 牡4栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B464－121：54．01
 9．3�
44 � 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 480＋ 41：54．21	 22．5�
810 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 490－ 41：54．3
 18．0�
811 アンジェラスベル 牝5鹿 55 的場 勇人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B474－ 41：54．62 13．1	
66 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 510－ 61：55．02
 7．4

78 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 丸山 元気大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 444－ 4 〃 クビ 76．6�
55 ファイネスト 牡4栗 57

56 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 41：55．95 34．4�

22 � フェイトアゲン 牡4鹿 57 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448－ 21：56．22 37．3

79 � クリノチョモラーリ 牝5栗 55
52 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 若林 武雄 468＋141：56．3 39．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，105，100円 複勝： 18，548，700円 枠連： 10，464，800円
馬連： 32，809，900円 馬単： 21，402，100円 ワイド： 17，716，700円
3連複： 44，088，800円 3連単： 79，980，900円 計： 243，117，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（1－3） 440円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 410円 �� 420円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 181051 的中 � 48793（2番人気）
複勝票数 計 185487 的中 � 50368（1番人気）� 40037（2番人気）� 19477（3番人気）
枠連票数 計 104648 的中 （1－3） 18166（1番人気）
馬連票数 計 328099 的中 �� 70085（1番人気）
馬単票数 計 214021 的中 �� 24731（1番人気）
ワイド票数 計 177167 的中 �� 31953（1番人気）�� 9540（5番人気）�� 9318（6番人気）
3連複票数 計 440888 的中 ��� 37803（2番人気）
3連単票数 計 799809 的中 ��� 19829（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―50．2―1：02．7―1：15．6―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ザンブローネ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Rahy デビュー 2014．6．28 東京5着

2011．2．22生 牡4栗 母 Tejida 母母 Batique 8戦2勝 賞金 17，860，000円

14022 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第10競走 ��
��1，000�

ま い し ん

邁 進 特 別
発走14時40分 （芝・直線）
4歳以上，1，000万円以下，26．5．3以降27．4．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 ブライトチェリー 牝5芦 53 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 474＋12 54．8 34．0�
23 プリンセスムーン 牝5栗 53 松若 風馬玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B500＋12 〃 クビ 6．2�
612� エイシンテキサス 牡5青 57．5 勝浦 正樹平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 484－ 8 54．9� 3．9�
611	 カ カ リ ア 牝4鹿 54 吉田 隼人加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 468－ 4 〃 クビ 3．2�
12 スピードルーラー 
6鹿 54 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 B494＋ 6 55．11 18．8�
815 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿55 高倉 稜�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448＋ 4 55．31� 44．5	
47 スーパーアース 牝5黒鹿52 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 B460－ 2 〃 クビ 52．0

714 クラウンルシフェル 牡4栗 54 柴山 雄一�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 488－ 4 〃 同着 10．8�
35 ミラクルアイドル 牝4黒鹿52 的場 勇人玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 470＋ 4 55．4� 30．9
36 ビットスターダム 牡7芦 55 国分 恭介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468＋ 4 55．5クビ 43．8�
24 ウエスタンユーノー 牝4芦 53 古川 吉洋西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 480＋10 〃 クビ 7．2�
59 	 シングンカイロス 牡6鹿 53 川島 信二伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 470－ 2 55．82 52．9�
11 レヴァンタール 
6鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442＋ 6 55．9クビ 50．3�
816 ランドクイーン 牝5栗 53 宮崎 北斗山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472＋ 2 〃 クビ 14．8�
713	 ケンブリッジヒーロ 牡7栗 54 �島 良太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 474＋ 2 56．11� 141．7�
510 カ ロ ッ サ ル 牡6鹿 56 嶋田 純次岡田 牧雄氏 清水 英克 平取 びらとり牧場 494＋ 2 56．2� 73．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，843，000円 複勝： 35，521，800円 枠連： 24，363，800円
馬連： 66，221，500円 馬単： 36，118，300円 ワイド： 34，857，100円
3連複： 97，881，500円 3連単： 142，506，100円 計： 465，313，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，400円 複 勝 � 650円 � 230円 � 180円 枠 連（2－4） 2，620円

馬 連 �� 7，590円 馬 単 �� 25，620円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 2，000円 �� 610円

3 連 複 ��� 10，930円 3 連 単 ��� 127，230円

票 数

単勝票数 計 278430 的中 � 6546（9番人気）
複勝票数 計 355218 的中 � 11297（8番人気）� 42245（4番人気）� 59983（2番人気）
枠連票数 計 243638 的中 （2－4） 7184（13番人気）
馬連票数 計 662215 的中 �� 6753（26番人気）
馬単票数 計 361183 的中 �� 1057（79番人気）
ワイド票数 計 348571 的中 �� 3032（32番人気）�� 4374（20番人気）�� 15596（4番人気）
3連複票数 計 978815 的中 ��� 6714（33番人気）
3連単票数 計1425061 的中 ��� 812（378番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．6―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．7―43．7

上り4F42．9－3F32．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブライトチェリー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．10 東京5着

2010．3．20生 牝5芦 母 エーピーモモ 母母 サ ヤ カ 23戦4勝 賞金 60，549，000円
※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 ベルライン号・ヤマニンカヴァリエ号
（非抽選馬） 2頭 セレブレートサマー号・ヒルノケアンズ号



14023 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：31．5
1：30．7

良
良

48 サトノギャラント 牡6黒鹿57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500± 01：33．7 3．8�
35 メイショウヤタロウ 牡7鹿 56 高田 潤松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 494＋141：33．8	 60．3�
714 アルバタックス 牡5栗 56 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 498－ 41：33．9
 4．6�
12 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 川島 信二佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B510＋ 4 〃 クビ 4．4�
815� エーシントップ 牡5黒鹿58 川須 栄彦�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

530－ 2 〃 アタマ 13．1	
713 オメガヴェンデッタ �4鹿 56 勝浦 正樹原 子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 ハナ 8．2

816� ランリョウオー �8黒鹿56 松田 大作吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

480± 01：34．0クビ 24．9�
612 ニシノビークイック 牡6栗 56 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 492＋ 61：34．1
 92．6�
59 リヴェレンテ 牡7青鹿56 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 510± 01：34．2
 41．8
11 ゼ ロ ス 牡6鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 510＋ 41：34．3	 18．8�
47 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 �島 良太小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 514＋ 61：34．4
 10．3�
36 ダノンプログラマー �9青鹿57 高倉 稜�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 470＋ 2 〃 クビ 47．5�
611 ミッキーラブソング 牡4黒鹿56 松若 風馬野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 ハナ 17．6�
24 フルアクセル 牡7栗 56 吉田 隼人山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 478＋ 41：34．61 53．6�
510 ウインドジャズ �8黒鹿56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480－141：34．81
 346．1�
23 マイネルディアベル 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 462＋ 21：35．22
 99．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，906，900円 複勝： 62，979，400円 枠連： 40，471，500円
馬連： 166，791，200円 馬単： 77，878，100円 ワイド： 66，670，500円
3連複： 221，167，500円 3連単： 342，116，000円 計： 1，023，981，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 940円 � 180円 枠 連（3－4） 3，910円

馬 連 �� 13，760円 馬 単 �� 20，790円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 350円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 19，930円 3 連 単 ��� 134，210円

票 数

単勝票数 計 459069 的中 � 96433（1番人気）
複勝票数 計 629794 的中 � 133767（1番人気）� 11844（13番人気）� 98754（2番人気）
枠連票数 計 404715 的中 （3－4） 8003（12番人気）
馬連票数 計1667912 的中 �� 9389（40番人気）
馬単票数 計 778781 的中 �� 2809（64番人気）
ワイド票数 計 666705 的中 �� 4547（39番人気）�� 55382（1番人気）�� 3447（50番人気）
3連複票数 計2211675 的中 ��� 8321（62番人気）
3連単票数 計3421160 的中 ��� 1848（402番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．3―12．1―11．8―11．4―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．5―48．6―1：00．4―1：11．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
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 2011．8．21 札幌3着

2009．2．13生 牡6黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 25戦7勝 賞金 182，809，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンスアミーガ号
（非抽選馬）11頭 アイラブリリ号・アンコイルド号・サングレアル号・スマートオリオン号・プリムラブルガリス号・

フレイムヘイロー号・ベルサリエーレ号・マコトナワラタナ号・マックスドリーム号・メイショウツガル号・
レオアクティブ号

14024 5月3日 晴 良 （27新潟1）第2日 第12競走 ��
��1，200�

ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走16時00分 （芝・左）
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 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

714 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 478＋ 81：09．5 3．1�
816 ファイナルブロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 418－ 61：09．71� 45．0�
713 イーグルアモン 牝4鹿 55 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B448－ 2 〃 ハナ 68．4�
59 メモリーレーン 牝4栗 55 高倉 稜 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋121：09．91� 13．7�
815	 ミッキーマンデー 牡5栗 57 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 484＋ 2 〃 ハナ 5．6	
47 	 レーヴドプランス 
5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482＋ 2 〃 クビ 10．4

11 チェネレントラ 牝5鹿 55 松田 大作 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：10．0クビ 26．7�
36 オールパーパス 
4栗 57 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 81：10．1� 5．9�
23 ステイブレイズ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 468－ 21：10．2クビ 15．2
24 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 松若 風馬馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424－ 8 〃 クビ 25．2�
612 グ ラ ン ツ 牡4黒鹿57 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：10．41� 24．3�
510�	 ウエスタンパレス 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ウエスタンファーム 和田 雄二 米 Dr. Masa-

take Iida 582＋42 〃 クビ 47．9�
12 アグネスキズナ 
5栗 57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 10．9�
48 ワキノキセキ 牡5黒鹿57 国分 恭介脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 468－ 21：10．5クビ 14．7�
611 マダムリシェス 牝4栗 55 川須 栄彦原 子氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 434－ 4 〃 ハナ 88．7�
35 ファインスマッシュ 牝5鹿 55 西田雄一郎�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 450＋ 21：10．71� 88．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，362，300円 複勝： 41，466，000円 枠連： 23，179，300円
馬連： 75，268，900円 馬単： 36，365，000円 ワイド： 36，101，500円
3連複： 95，691，800円 3連単： 142，621，000円 計： 480，055，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 940円 � 1，420円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 2，670円 �� 24，080円

3 連 複 ��� 107，590円 3 連 単 ��� 472，140円

票 数

単勝票数 計 293623 的中 � 73537（1番人気）
複勝票数 計 414660 的中 � 99471（1番人気）� 9217（12番人気）� 5949（14番人気）
枠連票数 計 231793 的中 （7－8） 24970（1番人気）
馬連票数 計 752689 的中 �� 5390（40番人気）
馬単票数 計 363650 的中 �� 1675（58番人気）
ワイド票数 計 361015 的中 �� 2147（49番人気）�� 3535（29番人気）�� 382（113番人気）
3連複票数 計 956918 的中 ��� 667（265番人気）
3連単票数 計1426210 的中 ��� 219（1289番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーカーニバル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．3．31生 牝5鹿 母 マンボカーニバル 母母 Shahpari 25戦3勝 賞金 38，537，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スナークマスカラス号・リックバナード号

３レース目



（27新潟1）第2日 5月3日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

185，580，000円
7，480，000円
1，560，000円
16，560，000円
62，607，500円
5，234，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
251，205，800円
350，485，700円
182，113，700円
592，184，900円
328，171，600円
307，037，800円
802，164，000円
1，216，340，400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 4，029，703，900円

総入場人員 20，607名 （有料入場人員 18，669名）
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