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14049 5月16日 雨 重 （27新潟1）第5日 第1競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：06．0良

22 � トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 486－ 63：12．4 11．7�
11 ユールドゥー 牡4鹿 59 五十嵐雄祐小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 488－ 23：13．78 38．6�
34 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 486＋ 23：13．8� 6．1�
46 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 492± 03：14．33 12．8�
712 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 508－ 43：14．51� 1．6�
610 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 494± 03：14．71� 64．5

33 トキノアイチヨ 牝5鹿 58 江田 勇亮田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 510＋ 63：15．23 32．5�
69 スズカルーセント 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 508＋ 43：16．26 13．2�
814 トーアキヨモリ 牡4鹿 59 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 532－ 43：16．41� 98．9
45 トニーポケット 牡6鹿 60 小坂 忠士藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 486± 03：16．93 9．3�
813 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 448－ 23：18．07 106．8�
58 テイエムロカビリー 牡4芦 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 480－ 43：18．63� 96．5�
57 � ラナキラリオ 牡5黒鹿60 上野 翔横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 51．4�
711 メイショウキセキ 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472± 03：33．0大差 101．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，520，500円 複勝： 16，581，200円 枠連： 6，351，800円
馬連： 17，915，900円 馬単： 12，418，200円 ワイド： 11，240，400円
3連複： 29，595，100円 3連単： 44，820，200円 計： 148，443，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 420円 � 1，160円 � 250円 枠 連（1－2） 10，490円

馬 連 �� 11，680円 馬 単 �� 24，900円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 880円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 16，550円 3 連 単 ��� 164，940円

票 数

単勝票数 計 95205 的中 � 6474（4番人気）
複勝票数 計 165812 的中 � 10221（5番人気）� 3244（8番人気）� 20434（2番人気）
枠連票数 計 63518 的中 （1－2） 469（26番人気）
馬連票数 計 179159 的中 �� 1188（30番人気）
馬単票数 計 124182 的中 �� 374（54番人気）
ワイド票数 計 112404 的中 �� 1027（26番人気）�� 3414（7番人気）�� 1725（19番人気）
3連複票数 計 295951 的中 ��� 1341（49番人気）
3連単票数 計 448202 的中 ��� 197（362番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 50．0－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トウケイゴールド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ

2010．4．13生 牡5鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 障害：4戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

※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 ファイアーシチー号

14050 5月16日 曇 不良 （27新潟1）第5日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

89 マルイチウラノス 牡3栗 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 490－ 21：52．6 10．0�
44 フレンドリーアロー 牡3黒鹿56 丸田 恭介増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 438－ 4 〃 クビ 27．2�
33 マイネルライヒ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 540－ 41：52．92 2．6�
11 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 L．オールプレス �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B508－ 21：53．0� 26．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

77 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B478－10 〃 ハナ 2．4	
66 ダンツエイカン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 B534－ 41：53．85 9．9

55 テンザリッチ 牡3青 56 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 456－ 61：54．54 69．3�
88 サンバクスター 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 奥村 武 新ひだか 聖心台牧場 462＋ 41：54．6クビ 7．8�
22 スティールブルグ 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B498－ 21：55．66 20．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 11，196，100円 複勝： 15，322，300円 枠連： 5，962，200円
馬連： 19，272，100円 馬単： 13，911，400円 ワイド： 10，784，400円
3連複： 27，424，100円 3連単： 54，480，800円 計： 158，353，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 230円 � 620円 � 130円 枠 連（4－8） 7，050円

馬 連 �� 13，240円 馬 単 �� 20，570円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 540円 �� 990円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 84，760円

票 数

単勝票数 計 111961 的中 � 8869（5番人気）
複勝票数 計 153223 的中 � 15530（3番人気）� 4401（8番人気）� 43942（2番人気）
枠連票数 計 59622 的中 （4－8） 655（15番人気）
馬連票数 計 192721 的中 �� 1128（26番人気）
馬単票数 計 139114 的中 �� 507（47番人気）
ワイド票数 計 107844 的中 �� 969（23番人気）�� 5442（7番人気）�� 2782（12番人気）
3連複票数 計 274241 的中 ��� 2169（31番人気）
3連単票数 計 544808 的中 ��� 466（199番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．9―13．2―12．6―12．2―12．8―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルイチウラノス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．3．14 阪神12着

2012．4．11生 牡3栗 母 サザンクロスブルー 母母 クリスザレディー 4戦1勝 賞金 5，500，000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。

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月16日 曇 不良 （27新潟1）第5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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ラスパジャサーダス 牝3芦 54
51 ▲井上 敏樹佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 422－ 21：11．4 9．4�

11 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± 01：12．03� 5．0�
34 アポロフリューゲル 牡3栗 56 杉原 誠人アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 B458－ 4 〃 アタマ 5．8�
47 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54 平野 優吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460＋ 41：12．42� 57．2�
59 セイウンアワード 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 512± 01：12．5� 3．5�
22 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 長岡 禎仁タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 472＋ 41：12．6� 22．5	
713 ノ ラ ネ コ �3栗 56 中井 裕二
ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 452± 01：12．7� 7．0�
46 アンジェロビアンコ 牡3芦 56 原田 和真吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 416＋121：13．23 49．2�
610 ティマイオス 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也 
社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B494－ 61：13．3� 16．6
611 メイショウメブキ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 牧浦 充徳 様似 中脇 一幸 428＋ 61：13．51� 211．5�
814 セルリアンセレーノ 牡3栗 56 藤懸 貴志
イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 496－ 21：13．6� 9．3�
58 ウニヴェルソ 牝3鹿 54 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－12 〃 ハナ 105．9�
712 ヨイチフレーム 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 448－ 4 〃 アタマ 195．0�
815 ショーピース 牝3栗 54

51 ▲義 英真伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 396＋101：13．91� 12．7�

23 カシノプルミエ 牡3鹿 56 花田 大昂柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 438－201：14．53� 313．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，480，100円 複勝： 18，301，500円 枠連： 8，473，100円
馬連： 23，155，400円 馬単： 14，123，900円 ワイド： 14，661，600円
3連複： 31，281，800円 3連単： 43，723，000円 計： 166，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 180円 � 200円 枠 連（1－3） 1，120円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，020円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 124801 的中 � 10621（6番人気）
複勝票数 計 183015 的中 � 17804（4番人気）� 28741（2番人気）� 24179（3番人気）
枠連票数 計 84731 的中 （1－3） 5816（6番人気）
馬連票数 計 231554 的中 �� 6281（11番人気）
馬単票数 計 141239 的中 �� 2012（22番人気）
ワイド票数 計 146616 的中 �� 3477（12番人気）�� 3662（11番人気）�� 5669（5番人気）
3連複票数 計 312818 的中 ��� 5455（11番人気）
3連単票数 計 437230 的中 ��� 1106（81番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―46．0―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．7
3 1－5（2，4，14）15，7（6，9）12（8，10，11，13）－3 4 1＝5（4，14）2（7，15）（6，9）（8，13，12）（10，11）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラスパジャサーダス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Gone West デビュー 2014．8．30 新潟2着

2012．5．14生 牝3芦 母 ハ ケ イ マ 母母 United Kingdom 5戦1勝 賞金 7，800，000円

14052 5月16日 曇 重 （27新潟1）第5日 第4競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （芝・外内）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：34．7良

814 タマモプラネット 牡5芦 61 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488± 03：36．2 2．4�
57 オールアズワン 牡7黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 504± 0 〃 クビ 30．6�
34 カシマシンセイ 牡6鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 524＋ 23：36．3クビ 5．2�
813 スマートリバティー 牡7鹿 60 中村 将之大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 462＋ 43：36．62 6．9�
46 � リバータイキ 牡6栗 60 平沢 健治河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 512－143：36．81� 46．4�
45 アグネスハイヤー 牡9鹿 60 田村 太雅渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 464－ 83：37．43� 57．1	
33 アムールクエスト 牡6鹿 61 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 468－ 63：37．82� 20．0

711 ラッキーストリーク 牡5鹿 61 石神 深一藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 452＋ 43：38．01	 5．1�
69 � パ ス テ ィ 牡6鹿 60 上野 翔坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 470＋163：38．21	 29．6�
22 ホッコーゼニト 牡6鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 460－ 23：39．26 18．9
58 � トーセンプラチナ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492± 03：40．58 57．3�
11 ドリームチャージ 牡6鹿 60 黒岩 悠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 460＋103：41．24 95．1�
712 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 480± 0 〃 ハナ 14．4�
610 リアルブラック 
6青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 508＋ 83：41．41 57．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，898，100円 複勝： 14，111，400円 枠連： 9，847，900円
馬連： 19，739，000円 馬単： 12，609，900円 ワイド： 12，913，000円
3連複： 31，494，600円 3連単： 44，584，100円 計： 156，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 490円 � 160円 枠 連（5－8） 2，100円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 250円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 39，660円

票 数

単勝票数 計 108981 的中 � 34905（1番人気）
複勝票数 計 141114 的中 � 33725（1番人気）� 4940（8番人気）� 24981（2番人気）
枠連票数 計 98479 的中 （5－8） 3618（6番人気）
馬連票数 計 197390 的中 �� 3717（15番人気）
馬単票数 計 126099 的中 �� 1345（27番人気）
ワイド票数 計 129130 的中 �� 2193（15番人気）�� 15911（1番人気）�� 1649（22番人気）
3連複票数 計 314946 的中 ��� 3164（24番人気）
3連単票数 計 445841 的中 ��� 815（119番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 53．4－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモプラネット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．4．22生 牡5芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター 障害：5戦3勝 賞金 37，094，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カウウェラ号・サナシオン号・セイウンコレット号・チョイワルグランパ号・テーオーゼウス号



14053 5月16日 曇 重 （27新潟1）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

24 コートオブアームズ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448± 02：03．4 14．6�
612 ヒアカムズザサン 牡3栗 56 L．オールプレス �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 02：03．72 1．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 プラトンイミシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 B460＋ 62：03．91� 25．1�
510 オーバースト �3黒鹿56 宮崎 北斗岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－122：04．11� 94．1�
23 マイネルリコルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 500＋ 42：04．2� 12．5	
815 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 448－ 42：04．3クビ 3．9

611 サンディアタッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 450＋ 42：04．72� 21．4�
713 ベ ン ガ ル 牡3鹿 56 伊藤 工真吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 468－ 22：04．91� 50．3�
48 アコルダージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440± 02：05．0クビ 40．2
714 クリスバローズ 牡3青鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 池江 泰寿 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―2：05．1� 7．3�
59 スイートカリヨン 牝3鹿 54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 442－ 42：05．2� 59．6�
36 キングギムレット 牡3黒鹿56 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 450＋ 4 〃 クビ 46．7�
816 インターセプター 牡3黒鹿56 荻野 琢真 �社台レースホース須貝 尚介 安平 追分ファーム 540 ―2：05．94 100．8�
35 ス バ ル 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 和田 正道 浦河 鵜木 唯義 418 ―2：09．2大差 151．6�
12 ダノンサプライズ 牡3鹿 56 津村 明秀�ダノックス 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 524 ―2：09．52 124．8�

（15頭）
47 マイティブロウ �3鹿 56

53 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 B448－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，871，800円 複勝： 27，574，300円 枠連： 11，616，200円
馬連： 29，517，800円 馬単： 21，425，400円 ワイド： 19，222，900円
3連複： 39，909，100円 3連単： 67，925，100円 計： 234，062，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 360円 � 110円 � 430円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，310円 �� 930円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 差引計 168718（返還計 752） 的中 � 9216（5番人気）
複勝票数 差引計 275743（返還計 1422） 的中 � 12603（6番人気）� 120324（1番人気）� 9857（7番人気）
枠連票数 差引計 116162（返還計 83） 的中 （2－6） 15808（2番人気）
馬連票数 差引計 295178（返還計 3664） 的中 �� 12199（5番人気）
馬単票数 差引計 214254（返還計 2124） 的中 �� 3430（14番人気）
ワイド票数 差引計 192229（返還計 2942） 的中 �� 7742（7番人気）�� 1417（31番人気）�� 5378（9番人気）
3連複票数 差引計 399091（返還計 8823） 的中 ��� 3546（26番人気）
3連単票数 差引計 679251（返還計 14755） 的中 ��� 861（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．6―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．2―1：38．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．2
1
3
3－4－（8，10）12（9，11）14（13，15）－1，6，16－5，2
3＝4＝（8，10）（12，11）－（9，14）（13，15）1（6，16）＝2＝5

2
4
3－4－8－10，12（9，11）（13，15，14）1，6－16－2，5
3＝4＝（8，10）（12，11）－（14，15）9（13，1）16，6＝2－5

勝馬の
紹 介

コートオブアームズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2015．3．14 中京7着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 マイティブロウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔左前腕部裂創〕を発症したため競走

除外。
ダノンサプライズ号は，馬場入場後に馬装整備。
発走時刻22分遅延。

〔制裁〕 ダノンサプライズ号の調教師菊沢隆徳は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
ヒアカムズザサン号の騎手L．オールプレスは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1
番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイティブロウ号は，平成27年5月17日から平成27年6月15日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スバル号・ダノンサプライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16日
まで平地競走に出走できない。

※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。

14054 5月16日 曇 重 （27新潟1）第5日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・直線）

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

815 オルティラアスール 牝3鹿 54 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 464－ 6 56．4 5．7�
816 アースエンジェル 牝3青鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 440 ― 〃 クビ 18．4�
35 � 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± 0 56．82� 6．5�
714 サイレンスラヴ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 464＋ 8 57．01� 10．1�
510 ハネムーンソング 牝3鹿 54 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 6 57．1� 6．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

12 � ピュアリーソリッド 牝3鹿 54 西田雄一郎南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 444＋18 57．2クビ 12．1	

611 メッサーウイング 牝3栗 54 国分 恭介野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 432－14 57．3� 7．6

23 ルールブルー 牝3青鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 432± 0 57．72� 41．1�
713 ラヴィーダヴィー 牝3栗 54 嶋田 純次小林竜太郎氏 武井 亮 えりも エクセルマネジメント 408＋ 4 〃 ハナ 172．7�
47 ハイピュアリティ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 ハナ 21．4
24 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 424－ 4 57．8クビ 25．8�
59 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 丸田 恭介山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 486＋ 2 57．9� 5．7�
612 オウケンチョコ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 462－14 58．0� 17．0�
48 リ ー ジ ュ 牡3栗 56 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ― 〃 クビ 60．5�
36 マニワプリンセス 牝3鹿 54 杉原 誠人�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 444＋ 4 58．1クビ 43．0�
11 ガンダルヴァ 牡3鹿 56 伊藤 工真村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 428－ 61：03．7大差 184．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，941，400円 複勝： 14，267，800円 枠連： 9，351，100円
馬連： 25，883，200円 馬単： 14，431，200円 ワイド： 15，837，600円
3連複： 43，353，500円 3連単： 53，158，400円 計： 188，224，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 460円 � 210円 枠 連（8－8） 4，150円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 490円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 119414 的中 � 16648（2番人気）
複勝票数 計 142678 的中 � 24734（1番人気）� 6470（9番人気）� 18432（2番人気）
枠連票数 計 93511 的中 （8－8） 1743（18番人気）
馬連票数 計 258832 的中 �� 4087（17番人気）
馬単票数 計 144312 的中 �� 1385（29番人気）
ワイド票数 計 158376 的中 �� 2803（14番人気）�� 8917（1番人気）�� 1714（21番人気）
3連複票数 計 433535 的中 ��� 2283（45番人気）
3連単票数 計 531584 的中 ��� 491（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．6―44．5

上り4F44．3－3F34．0
勝馬の
紹 介

オルティラアスール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．13 新潟4着

2012．5．3生 牝3鹿 母 サングレアズール 母母 リメインラブ 7戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンダルヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16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 グランドデザイン号・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。



14055 5月16日 曇 不良 （27新潟1）第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

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

34 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± 01：10．5 3．9�

23 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 55
52 ▲木幡 初也土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 424＋ 21：11．03 4．6�

11 ミカルベウス 牝4芦 55 吉田 隼人尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 ハナ 8．8�
58 ベストリーダー 牝4栗 55 黛 弘人 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：11．21� 21．0�
59 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 462－ 41：11．3クビ 10．2	
22 � エンジェルミディ 牝4栗 55 丸山 元気�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 23．1

35 スイートガーデン 牝4鹿 55 松田 大作田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 508＋ 81：11．4� 4．5�
713 フレックスハート 牝5鹿 55 勝浦 正樹保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B470＋ 21：11．5� 21．6�
47 スノーレパード 牝4黒鹿55 丹内 祐次 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 41：11．6� 10．7
712� エーデルシュタイン 牝6黒鹿55 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 508＋181：11．7� 39．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

611 バーニングハート 牝5鹿 55 長岡 禎仁吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 448＋161：11．8クビ 114．6�
46 レディーピンク 牝5鹿 55 古川 吉洋小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 456＋ 4 〃 クビ 52．7�
610� プリンセスカナ 牝6栗 55 津村 明秀吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 41：12．54 194．5�
815 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 418－10 〃 アタマ 20．6�
814 アルテミシア 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B472± 01：12．71� 60．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，986，800円 複勝： 20，339，500円 枠連： 9，093，400円
馬連： 26，442，700円 馬単： 14，112，600円 ワイド： 15，728，600円
3連複： 38，780，700円 3連単： 52，007，700円 計： 189，492，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 160円 � 250円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，100円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 129868 的中 � 26066（1番人気）
複勝票数 計 203395 的中 � 36701（1番人気）� 35714（2番人気）� 17302（5番人気）
枠連票数 計 90934 的中 （2－3） 15797（1番人気）
馬連票数 計 264427 的中 �� 14640（3番人気）
馬単票数 計 141126 的中 �� 3680（6番人気）
ワイド票数 計 157286 的中 �� 8287（3番人気）�� 3534（11番人気）�� 5094（7番人気）
3連複票数 計 387807 的中 ��� 8358（6番人気）
3連単票数 計 520077 的中 ��� 2156（33番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフィネシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．11．9 京都1着

2011．4．30生 牝4青鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ 8戦2勝 賞金 15，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイクラベ号
※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。

14056 5月16日 曇 不良 （27新潟1）第5日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

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 ハーストイーグル 牡5鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 508＋101：49．8 3．6�
58 カレングラスジョー 牡5栗 57 丸田 恭介鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 ハナ 3．5�
22 オールデフィート 牡4鹿 57 津村 明秀�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 472± 01：50．54 77．8�
35 シ ッ プ ウ �4黒鹿57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488± 01：50．82 3．9�
713 リムショット 牡4栗 57 黛 弘人松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 466－ 21：51．01� 107．3	
814 リアライズブラザー 牡5鹿 57

54 ▲義 英真工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 492－ 21：51．74 10．9

23 カシノカーム 牡4芦 57 伊藤 工真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 36．0�
611 シャトーウインド 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 464＋ 61：51．91� 14．1�
34 ウォーターポルトス 牡5栗 57 高倉 稜山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 514＋261：52．53� 78．2
59 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 B466＋ 21：52．6� 11．8�
610 セイントチャンス 牡6鹿 57 川須 栄彦内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 474－121：52．81� 61．5�
712� ブ レ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 484－111：53．33 38．1�
815 ルスナイスナイパー 牡6栗 57 松田 大作�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456－121：53．4� 13．1�
47 バイオレットムーン 牡5栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 522＋ 41：54．14 135．9�
46 ア ク シ ア 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 486＋181：55．710 67．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，959，400円 複勝： 20，862，700円 枠連： 9，814，900円
馬連： 29，593，800円 馬単： 16，421，700円 ワイド： 17，705，000円
3連複： 40，185，000円 3連単： 60，294，900円 計： 210，837，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 160円 � 940円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 350円 �� 3，030円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 46，350円

票 数

単勝票数 計 159594 的中 � 34669（2番人気）
複勝票数 計 208627 的中 � 38649（2番人気）� 40088（1番人気）� 3867（11番人気）
枠連票数 計 98149 的中 （1－5） 12060（2番人気）
馬連票数 計 295938 的中 �� 29113（2番人気）
馬単票数 計 164217 的中 �� 7104（4番人気）
ワイド票数 計 177050 的中 �� 15002（1番人気）�� 1394（31番人気）�� 1262（38番人気）
3連複票数 計 401850 的中 ��� 2788（37番人気）
3連単票数 計 602949 的中 ��� 943（139番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．0―12．5―12．2―12．4―12．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．1―47．6―59．8―1：12．2―1：25．0―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
1，7（2，10，11）15，4（8，9）6，12（3，14）5－13
1，7（2，11）（8，10，9，12）（3，15，5）（4，14）－（6，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーストイーグル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dehere デビュー 2013．2．3 東京4着

2010．3．2生 牡5鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ 11戦3勝 賞金 24，630，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16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。
（非当選馬） 2頭 フェイトアゲン号・ランドントウォーク号



14057 5月16日 曇 稍重 （27新潟1）第5日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 プラチナブロンド 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 422－ 61：09．6 5．4�
36 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 452＋ 8 〃 クビ 5．9�
47 トシストロング 牡4鹿 57 丸山 元気上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480＋ 21：09．81� 3．4�
35 ケントヒーロー 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 482－201：09．9クビ 9．8�
23 クラシックマーク 牝4栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434－ 41：10．11� 60．2�
48 クールジョジョ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 416－14 〃 ハナ 17．2	
59 マジカルビアンカ 牝5芦 55

52 ▲義 英真村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 434－ 4 〃 ハナ 63．7

611� ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 津村 明秀岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 438＋10 〃 アタマ 53．4�
24 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 B474－ 8 〃 ハナ 9．8�
510 ノーブルサイレンス 牝4青鹿 55

52 ▲井上 敏樹吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 432＋101：10．2クビ 187．9
816 クラウドチェンバー �6鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 7．4�
713 ジョーヌダンブル 牝4栗 55 長岡 禎仁藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 482＋ 61：10．3� 95．6�
815 ハーマンミュート �5青鹿57 中井 裕二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B496＋ 4 〃 ハナ 39．7�
12 レッドルシアン 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444＋161：10．83 12．7�
11 ドリームマークス 牡5鹿 57 杉原 誠人セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 462－ 21：11．12 32．5�
714 ジャストザオネスト 牡5黒鹿57 川須 栄彦ジャスト・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 494－141：11．2� 67．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，254，800円 複勝： 24，438，900円 枠連： 12，382，300円
馬連： 35，573，900円 馬単： 17，620，900円 ワイド： 20，089，500円
3連複： 49，200，800円 3連単： 67，303，800円 計： 242，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 180円 � 150円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 740円 �� 370円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 162548 的中 � 24052（2番人気）
複勝票数 計 244389 的中 � 27873（4番人気）� 32647（2番人気）� 50481（1番人気）
枠連票数 計 123823 的中 （3－6） 8062（5番人気）
馬連票数 計 355739 的中 �� 13175（7番人気）
馬単票数 計 176209 的中 �� 3798（9番人気）
ワイド票数 計 200895 的中 �� 6377（6番人気）�� 14223（2番人気）�� 14676（1番人気）
3連複票数 計 492008 的中 ��� 19167（1番人気）
3連単票数 計 673038 的中 ��� 4131（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナブロンド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．3．29 中京2着

2011．4．5生 牝4黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 8戦2勝 賞金 17，675，000円

14058 5月16日 曇 稍重 （27新潟1）第5日 第10競走 ��2，200�
た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走14時50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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

44 シンボリジャズ 牡5鹿 57 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 492± 02：15．9 7．3�
711 キタサンキンボシ 牡4栗 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492＋ 62：16．11� 11．4�
45 レッドグルック 牡4鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B490＋ 42：16．52� 5．3�
56 マイネボニータ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 4 〃 クビ 6．8�
69 ゴールドメイン 牡5栗 57 古川 吉洋嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468± 02：16．71� 8．3	
68 レインオーバー �4青鹿57 丸山 元気 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 440＋ 82：16．8	 16．3

710 ヴァルコイネン 牡4芦 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 11．0�
11 ステラストリーム 牡4黒鹿57 長岡 禎仁 �キャロットファーム 竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：16．9クビ 40．8�
22 リボントリコロール 牝5芦 55 丸田 恭介 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 440－ 82：17．0� 3．8
813
� アワフレイム 牝4黒鹿55 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Hinkle Farms 468－ 22：17．21� 22．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

812 ミッキータイガー 牡5鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480－14 〃 クビ 29．0�
33 レッドクラーケン 牡5鹿 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 510－ 42：17．62� 21．1�
57 マイケルチョウサン 牡4鹿 57 吉田 隼人�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 476－ 8 〃 アタマ 112．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，645，800円 複勝： 28，961，500円 枠連： 15，827，800円
馬連： 43，019，200円 馬単： 23，380，300円 ワイド： 24，290，300円
3連複： 57，953，100円 3連単： 88，810，500円 計： 300，888，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 450円 � 190円 枠 連（4－7） 980円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 680円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 73，160円

票 数

単勝票数 計 186458 的中 � 20296（4番人気）
複勝票数 計 289615 的中 � 34539（3番人気）� 13719（7番人気）� 46581（2番人気）
枠連票数 計 158278 的中 （4－7） 12451（4番人気）
馬連票数 計 430192 的中 �� 6755（20番人気）
馬単票数 計 233803 的中 �� 1685（45番人気）
ワイド票数 計 242903 的中 �� 3728（22番人気）�� 9597（6番人気）�� 4150（16番人気）
3連複票数 計 579531 的中 ��� 4179（34番人気）
3連単票数 計 888105 的中 ��� 880（256番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―13．5―13．3―12．9―12．5―12．5―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．8―35．6―49．1―1：02．4―1：15．3―1：27．8―1：40．3―1：52．3―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
3－4－6－11，5（2，7）9，12，10（8，13）＝1
3，4，6（11，10）（7，9，13）（2，5，8）12，1

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

勝馬の
紹 介

シンボリジャズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kenmare デビュー 2012．12．9 中山3着

2010．3．25生 牡5鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania 21戦3勝 賞金 43，096，000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。



14059 5月16日 曇 不良 （27新潟1）第5日 第11競走 ��1，200�
は っ か い さ ん

八 海 山 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．5．17以降27．5．10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 660，000
660，000

円
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

1：09．2
1：08．7

重
重

58 � アースゼウス 牡5栗 56 吉田 隼人 �グリーンファーム和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

520－ 41：09．9 8．6�
610 ウインヴォイジャー 牡4芦 56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 528＋ 41：10．43 5．1�
46 ヒカルランナー 牡6鹿 54 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 514＋ 2 〃 ハナ 59．8�
713� アドマイヤシャドウ 牡6鹿 54 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 492＋ 61：10．61� 15．6�
23 � シ ャ ラ ク 牡4鹿 53 L．オールプレス 林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 508－ 61：10．7� 37．6�
（旧姓 L．マンビー） （新）

814 グレイスフルデイズ 	5芦 54 丸田 恭介 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 同着 9．5	
22 ナリタロック 牡5栗 54 義 英真�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496＋ 2 〃 クビ 20．7

59 アクションバイオ 牡5黒鹿56 松田 大作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 500＋ 61：10．8� 5．2�
11 マ ン リ ー 牡5鹿 54 黛 弘人古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 526＋ 6 〃 ハナ 31．2�
47 ファインスカイ 牝5鹿 53 
島 良太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 492＋ 6 〃 ハナ 10．0
712 エムエムアリオーン 牡5芦 55 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山口 義彦 548－ 2 〃 同着 4．6�
815 レゼトワール 牝5鹿 52 藤懸 貴志髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 61：11．01� 56．7�
34 ウエスタンソーレ 牡5芦 54 高倉 稜西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム B514＋ 21：11．1クビ 28．3�
35 スピーディードータ 牝6鹿 51 花田 大昂ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 470＋ 2 〃 アタマ 67．6�
611 プロファウンド 牡4鹿 55 井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 21：12．59 12．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，307，300円 複勝： 44，343，700円 枠連： 31，005，900円
馬連： 116，284，900円 馬単： 51，697，200円 ワイド： 48，880，400円
3連複： 157，437，200円 3連単： 223，302，700円 計： 702，259，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 190円 � 1，180円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 860円 �� 6，250円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 39，630円 3 連 単 ��� 188，240円

票 数

単勝票数 計 293073 的中 � 27088（4番人気）
複勝票数 計 443437 的中 � 40861（4番人気）� 71909（2番人気）� 7784（13番人気）
枠連票数 計 310059 的中 （5－6） 30713（3番人気）
馬連票数 計1162849 的中 �� 39203（7番人気）
馬単票数 計 516972 的中 �� 7934（18番人気）
ワイド票数 計 488804 的中 �� 15442（5番人気）�� 1960（66番人気）�� 2879（52番人気）
3連複票数 計1574372 的中 ��� 2979（125番人気）
3連単票数 計2233027 的中 ��� 860（635番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．5―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．4
3 8（3，12）15（9，10）（4，11）（7，13）（1，2）（5，6）14 4 8，12（3，15）（9，10）（4，7）（13，11）（1，2）（5，6）14

勝馬の
紹 介

�アースゼウス �
�
父 Officer �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．8．18 新潟2着

2010．2．8生 牡5栗 母 Singing Sensation 母母 Court Reception 17戦4勝 賞金 52，669，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ヒカルランナー号の騎手長岡禎仁は，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：13番・7
番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）21頭 ヴァーノン号・ウェイトアンドシー号・エルウェーオージャ号・カリスマサンスカイ号・クーゲル号・

クールヴェント号・ザストロンシチー号・サンライズマーチ号・シャンパンルージュ号・シークレットアーム号・
セイユウスマイル号・タニセンジャッキー号・トレノソルーテ号・トータルヒート号・パイメイメイ号・
ハニーバニー号・ヒカリブランデー号・マリカ号・ラブミーブルー号・レッドグラサージュ号・
ローレルボルケーノ号

※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。

14060 5月16日 曇 稍重 （27新潟1）第5日 第12競走 1，800�
い し う ち

石 打 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
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 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

33 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 丸山 元気 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－101：48．6 17．3�
58 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 466＋ 81：48．81� 7．2�
34 � レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 7．3�
45 スヴァラッシー 牝4青鹿55 L．オールプレス 吉田 正志氏 松下 武士 安平 追分ファーム 454＋121：48．9� 15．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 リヴィエール 牝4芦 55 杉原 誠人杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464－ 21：49．0� 6．8�
813 バトルジェジェジェ 牝4鹿 55 勝浦 正樹宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 450－ 61：49．1� 5．7	
610 ミラクルアスク 牝5鹿 55 吉田 隼人廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 452＋ 6 〃 アタマ 17．2

46 キズナエンドレス 牝4鹿 55 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 468± 01：49．2� 13．4�
69 プラチナテーラー 牝5鹿 55 宮崎 北斗中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 81：49．41 133．9�
22 エイシンノーティス 牝4鹿 55 松若 風馬栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 454－ 81：49．5� 4．2�
57 ロ ゼ ラ ニ 牝5鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 480－ 4 〃 ハナ 18．3�
712 ヤマニンアリエッタ 牝4黒鹿55 古川 吉洋土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 512－10 〃 クビ 20．6�
711 スイートクラウン 牝5栗 55 西田雄一郎谷田 元彦氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 清 482＋ 61：49．71� 112．0�
814 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 中谷 雄太 東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488＋ 41：50．44 21．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，837，000円 複勝： 38，025，600円 枠連： 20，440，700円
馬連： 67，817，300円 馬単： 31，724，700円 ワイド： 34，777，700円
3連複： 92，353，000円 3連単： 136，303，700円 計： 445，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 500円 � 260円 � 220円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，600円 �� 790円

3 連 複 ��� 11，240円 3 連 単 ��� 62，900円

票 数

単勝票数 計 238370 的中 � 10973（9番人気）
複勝票数 計 380256 的中 � 16935（10番人気）� 39739（5番人気）� 51592（2番人気）
枠連票数 計 204407 的中 （3－5） 13493（4番人気）
馬連票数 計 678173 的中 �� 10033（22番人気）
馬単票数 計 317247 的中 �� 2472（39番人気）
ワイド票数 計 347777 的中 �� 4714（25番人気）�� 5512（16番人気）�� 11717（6番人気）
3連複票数 計 923530 的中 ��� 6159（40番人気）
3連単票数 計1363037 的中 ��� 1571（208番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―12．8―12．8―12．2―11．4―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．8―49．6―1：02．4―1：14．6―1：26．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レネットグルーヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．12 京都3着

2010．4．8生 牝5黒鹿 母 イントゥザグルーヴ 母母 エアグルーヴ 18戦3勝 賞金 32，147，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。



（27新潟1）第5日 5月16日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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
2，120，000円
6，480，000円
1，470，000円
15，660，000円
64，517，000円
6，075，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
189，899，100円
283，130，400円
150，167，300円
454，215，200円
243，877，400円
246，131，400円
638，968，000円
936，714，900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 3，143，103，700円

総入場人員 8，016名 （有料入場人員 6，713名）
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