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14085 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8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

58 マルカメテオ 牡3栗 56 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 462－ 61：11．8 1．5�
46 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 丸山 元気井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452＋ 81：12．01� 10．2�
34 オーゴンマリア 牝3栗 54 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 460＋ 61：12．1� 33．5�
611 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± 01：12．73� 24．5�
11 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 456－ 41：12．8� 30．5�
22 アメリカンマッスル 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム B520＋121：12．9� 24．9�
814 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 456＋ 2 〃 クビ 186．9


712 ラームリュンヌ 牝3黒鹿54 川島 信二 	ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 476± 01：13．0クビ 11．5�
713 スマートゾロ 牡3黒鹿56 藤田 伸二大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 466＋ 21：13．42� 6．3�
47 スーパールミナル 牝3栗 54 松田 大作 	グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 482＋ 81：14．35 13．9
610 メイショウラガール 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 杵臼牧場 412－ 61：14．4クビ 292．4�
35 ハイスピードバイオ 牝3鹿 54 丹内 祐次バイオ	 松山 将樹 日高 中館牧場 B434± 01：14．72 247．1�
59 ヤマニンブルーテ 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 454＋ 81：14．91� 165．9�
23 ユ キ ン コ 牝3白 54 L．オールプレス 	ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 422＋ 21：15．11 83．6�

（旧姓 L．マンビー） （新）

815 クインズリケサス 牝3栗 54 難波 剛健 	クイーンズ・ランチ 高橋 義忠 日高 戸川牧場 476 ―1：15．95 195．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，770，000円 複勝： 46，464，300円 枠連： 8，293，600円
馬連： 29，592，800円 馬単： 21，437，200円 ワイド： 18，432，500円
3連複： 43，672，000円 3連単： 75，800，200円 計： 258，462，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 440円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 340円 �� 800円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 147700 的中 � 77722（1番人気）
複勝票数 計 464643 的中 � 329582（1番人気）� 20559（3番人気）� 7829（7番人気）
枠連票数 計 82936 的中 （4－5） 12895（2番人気）
馬連票数 計 295928 的中 �� 34477（2番人気）
馬単票数 計 214372 的中 �� 16783（2番人気）
ワイド票数 計 184325 的中 �� 15527（2番人気）�� 5691（10番人気）�� 2315（19番人気）
3連複票数 計 436720 的中 ��� 9868（13番人気）
3連単票数 計 758002 的中 ��� 8153（15番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．5―12．3―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．3―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカメテオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．7．20 中京11着

2012．5．22生 牡3栗 母 イクスペクトトゥシャイン 母母 Frankova 9戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走状況〕 スーパールミナル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズリケサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月24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） 1頭 アグネスエピソード号
（非抽選馬） 1頭 クリノテツマン号
※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。

14086 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第2競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

24 ディリジェンテ 牝3栗 54 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：34．8 3．8�
816 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 414＋ 21：35．12 3．2�
815 ジュビリーライン 牝3鹿 54 L．オールプレス 下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B402－ 21：35．31 16．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 トウカイストラーダ 牝3栗 54 西田雄一郎内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 452＋22 〃 クビ 62．0�
59 アマレッティ 牝3栗 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：35．4� 10．7	
714 エーデルフラウ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 402± 01：35．5� 14．6

36 トラストニーケー 牝3鹿 54 丸山 元気菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 480± 0 〃 クビ 10．9�
612 エンジェルキッス 牝3鹿 54 藤田 伸二小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 460－101：35．71� 11．5�
47 キラメキオトメ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人�イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 412－ 21：36．02 146．8
48 ティーアイアーチ 牝3黒鹿54 丸田 恭介田畑 憲士氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B426＋ 81：36．42� 217．4�
611 ワ イ カ ヘ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 千歳 社台ファーム 440 ―1：36．5クビ 4．9�

11 ヴァミューズ 牝3鹿 54 荻野 琢真 P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋141：36．81� 37．9�
23 ハシッテイイトモ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 B438－ 81：36．9� 229．6�
713 アスターロマーネ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 396± 01：37．0� 70．0�
510 スルーオベスト 牝3鹿 54 丹内 祐次平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 460 ―1：37．31� 168．3�
12 ツ ジ ガ ハ ナ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也髙野 葉子氏 和田 雄二 浦河 辻 牧場 404 ―1：38．89 277．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，196，700円 複勝： 15，151，000円 枠連： 7，717，200円
馬連： 22，859，500円 馬単： 14，446，700円 ワイド： 13，845，200円
3連複： 30，914，500円 3連単： 41，275，300円 計： 157，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 730円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 7，490円

票 数

単勝票数 計 111967 的中 � 23179（2番人気）
複勝票数 計 151510 的中 � 33065（1番人気）� 32049（2番人気）� 11748（5番人気）
枠連票数 計 77172 的中 （2－8） 12983（1番人気）
馬連票数 計 228595 的中 �� 30744（1番人気）
馬単票数 計 144467 的中 �� 10413（1番人気）
ワイド票数 計 138452 的中 �� 18749（1番人気）�� 4336（7番人気）�� 5306（5番人気）
3連複票数 計 309145 的中 ��� 11400（3番人気）
3連単票数 計 412753 的中 ��� 3994（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．9―12．1―11．9―11．9―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．1―48．2―1：00．1―1：12．0―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディリジェンテ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．6 新潟3着

2012．5．7生 牝3栗 母 トップモーション 母母 プロモーション 4戦1勝 賞金 8，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オメガハートソング号
（非抽選馬） 2頭 メテオユニバンス号・ロッソマドンナ号
※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８日



14087 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

712 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 514－ 21：53．7 4．3�
23 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 516＋ 41：54．12� 3．1�
610 カナラズカナラズ 牝3鹿 54 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 448＋ 41：54．2クビ 5．8�
11 ノーブルカイザー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 488－ 21：54．3� 51．3�
713 ジョーハリス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 斉藤スタッド 432＋ 2 〃 ハナ 46．7�
59 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 496－ 61：54．62 9．7	
47 メイショウメイザン 牡3鹿 56 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：55．66 15．6

58 メイショウゲントク 牡3栗 56 村田 一誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 460± 01：55．81� 29．0�
814 モエレプロシード 牡3鹿 56 丸田 恭介中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 526＋ 41：56．12 192．4�
46 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 丸山 元気吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 61：56．41	 13．8
815 ドクターミルズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466＋101：57．99 138．7�
611
 ハーランズキング �3鹿 56 藤田 伸二 �エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer

Hall 468＋ 21：58．0クビ 16．0�
22 ト ゥ ル エ ノ 牡3鹿 56 川須 栄彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 440＋ 4 〃 クビ 407．6�
35 ウォーターセドナ 牡3芦 56 勝浦 正樹山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 516＋ 22：01．0大差 131．4�
34 キングライデン 牡3芦 56

53 ▲�島 克駿村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 静内白井牧場 508± 0 （競走中止） 7．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，031，900円 複勝： 20，139，900円 枠連： 8，439，900円
馬連： 31，123，800円 馬単： 17，658，300円 ワイド： 18，182，100円
3連複： 40，489，200円 3連単： 56，686，400円 計： 207，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 330円 �� 620円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 150319 的中 � 27860（2番人気）
複勝票数 計 201399 的中 � 30597（2番人気）� 47139（1番人気）� 29413（3番人気）
枠連票数 計 84399 的中 （2－7） 10193（1番人気）
馬連票数 計 311238 的中 �� 28440（1番人気）
馬単票数 計 176583 的中 �� 9757（1番人気）
ワイド票数 計 181821 的中 �� 14842（1番人気）�� 6817（6番人気）�� 14825（2番人気）
3連複票数 計 404892 的中 ��� 20490（1番人気）
3連単票数 計 566864 的中 ��� 6936（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．4―1：02．4―1：15．1―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノメダリスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Lode デビュー 2015．1．25 京都6着

2012．4．11生 牡3黒鹿 母 ハニーローズ 母母 Honey Honey 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 モエレプロシード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 キングライデン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターセドナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月24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 サルバドールガロ号

14088 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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

45 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± 03：08．4 5．5�
11 ゴールドブライアン 牡7青鹿60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 476＋ 43：09．14 4．5�
712 アイティテイオー 牡7栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472＋ 43：09．2� 3．5�
610 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 23：09．51� 5．7�
46 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 83：09．71� 112．7�
814 サフランディライト 牡7鹿 60 白浜 雄造海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 494＋ 23：10．65 11．1	
58 エイシンフランキー 牡4芦 59 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502＋103：10．7� 8．6

34 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 450＋ 43：11．44 12．6�
22 	 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 486－ 23：12．46 26．7
813
 インキュベーター �5鹿 60 金子 光希吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 490＋ 63：14．1大差 131．8�
69 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 478－ 73：14．73� 174．4�
711 タイセイボルト 牡5青鹿60 草野 太郎田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 43：14．91� 59．1�
33 マ グ メ ル 牡6鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 470＋ 43：15．11� 41．9�
57 ヒカリヴェロニカ 牝4栗 57 高野 和馬�ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 508＋ 43：17．9大差 232．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，737，700円 複勝： 16，747，500円 枠連： 7，943，800円
馬連： 24，746，600円 馬単： 15，572，800円 ワイド： 13，825，500円
3連複： 37，236，600円 3連単： 55，390，300円 計： 184，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 180円 � 150円 枠 連（1－4） 1，050円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 470円 �� 350円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 127377 的中 � 18459（3番人気）
複勝票数 計 167475 的中 � 25192（2番人気）� 23112（3番人気）� 32479（1番人気）
枠連票数 計 79438 的中 （1－4） 5852（3番人気）
馬連票数 計 247466 的中 �� 15142（4番人気）
馬単票数 計 155728 的中 �� 5029（7番人気）
ワイド票数 計 138255 的中 �� 7098（4番人気）�� 10167（2番人気）�� 12063（1番人気）
3連複票数 計 372366 的中 ��� 21435（1番人気）
3連単票数 計 553903 的中 ��� 4830（11番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．0－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

勝馬の
紹 介

カッパドキア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Concern デビュー 2013．4．20 京都4着

2010．5．7生 牡5黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 障害：4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 サフランディライト号の騎手白浜雄造は，2周目4号障害手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キョウワアーサー号・サチゴロウ号・シゲルハリマ号・ホトトヤエ号



14089 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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 スカーレットデビル 牡3鹿 56 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 474＋ 21：47．5 26．1�
510 サトノダヴィンチ 牡3鹿 56 川島 信二里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 476－ 21：47．6� 3．1�
816 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 2 〃 クビ 8．4�
48 ウソハッピャク 牡3栗 56 L．オールプレス 小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466＋ 41：47．7� 8．2�

（旧姓 L．マンビー） （新）

23 リガードリング 牡3黒鹿56 津村 明秀�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．8クビ 19．8�
611 スターチェイサー 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 480＋ 4 〃 ハナ 9．3

12 マイネルクレイモア 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 ハナ 15．5�
59 コアレスフェーブル 牝3鹿 54 嶋田 純次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 430＋ 41：47．9� 119．2�
612 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 470－ 41：48．0� 14．8
47 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± 01：48．53 17．1�
714 メトロノミック 牝3鹿 54 勝浦 正樹吉田 哲哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B442－ 6 〃 ハナ 263．0�
11 ニシノエルドール 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿西山 茂行氏 伊藤 大士 浦河 高昭牧場 424＋ 61：48．71� 257．5�
815 マインドシフト 牝3鹿 54 原田 和真岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント B428－ 2 〃 ハナ 86．1�
24 ク ド ー ス 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：48．8� 48．6�
36 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 丸山 元気東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 61：50．7大差 3．8�
35 メイショウカイヘイ 	3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 冨岡 博一 414－121：50．8クビ 159．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，252，200円 複勝： 24，360，400円 枠連： 10，152，800円
馬連： 33，102，100円 馬単： 19，977，600円 ワイド： 21，097，900円
3連複： 46，313，500円 3連単： 67，849，100円 計： 241，105，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 610円 � 160円 � 240円 枠 連（5－7） 5，040円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，270円 �� 440円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 69，180円

票 数

単勝票数 計 182522 的中 � 5584（10番人気）
複勝票数 計 243604 的中 � 7892（10番人気）� 50342（1番人気）� 26416（4番人気）
枠連票数 計 101528 的中 （5－7） 1561（19番人気）
馬連票数 計 331021 的中 �� 5920（18番人気）
馬単票数 計 199776 的中 �� 1242（44番人気）
ワイド票数 計 210979 的中 �� 3573（18番人気）�� 2252（32番人気）�� 13448（2番人気）
3連複票数 計 463135 的中 ��� 4591（26番人気）
3連単票数 計 678491 的中 ��� 711（237番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．4―12．6―12．2―11．6―11．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．1―47．5―1：00．1―1：12．3―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 8，7，11（2，6）12（15，5，13）9（4，14）（10，16）1，3 4 8，7（6，11）（2，12）5（15，13）（4，10）（9，14）（1，16）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカーレットデビル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．7．6 福島16着

2012．3．21生 牡3鹿 母 スペシャルリボン 母母 スカーレットリボン 7戦1勝 賞金 8，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 デルマウンライマツ号
※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。

14090 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時30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

35 � レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 藤田 伸二小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing
Stable LLC 530－ 81：10．7 14．5�

23 ニシノイナズマ 牡4芦 57 L．オールプレス 西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486± 01：11．87 31．8�
（旧姓 L．マンビー） （新）

713 リッシンロケット 牡5芦 57
54 ▲木幡 初也小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 472－ 2 〃 ハナ 11．6�

58 � ビービーボイジャー 牡5栗 57 丸山 元気�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 500＋ 21：12．01� 4．6�
22 ミキノグランプリ 牡4栗 57 津村 明秀谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 460－ 2 〃 アタマ 3．7�
34 � 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± 01：12．1	 19．4	
815� タ カ ミ ル 牡6芦 57 大庭 和弥村田 滋氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510＋ 21：12．31 175．0

46 ハクユウカンベエ 牡4鹿 57 松田 大作 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 486＋ 6 〃 ハナ 50．1�
610 ビットプレスト 牡7鹿 57 丸田 恭介礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 476＋ 8 〃 ハナ 161．0
712 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 482＋ 41：12．61
 5．0�
59 � ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 丹内 祐次 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 476－ 4 〃 ハナ 14．8�
814 ロードメビウス 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 21：12．7	 7．7�
47 � ビコーミハイル 牡6鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 480＋ 21：12．8	 24．2�
11 � ウインオーラム 牡6栗 57

54 ▲義 英真�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B510＋ 41：12．9
 17．2�
611� ワンダーダーク 牡8鹿 57 荻野 琢真山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 460＋ 61：13．75 203．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，605，300円 複勝： 25，268，500円 枠連： 9，718，600円
馬連： 31，101，800円 馬単： 16，856，100円 ワイド： 19，538，000円
3連複： 44，771，500円 3連単： 59，629，200円 計： 223，489，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 580円 � 930円 � 430円 枠 連（2－3） 1，630円

馬 連 �� 20，690円 馬 単 �� 40，510円

ワ イ ド �� 6，470円 �� 3，470円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 86，760円 3 連 単 ��� 561，440円

票 数

単勝票数 計 166053 的中 � 9120（6番人気）
複勝票数 計 252685 的中 � 11507（9番人気）� 6818（11番人気）� 16507（5番人気）
枠連票数 計 97186 的中 （2－3） 4597（8番人気）
馬連票数 計 311018 的中 �� 1165（57番人気）
馬単票数 計 168561 的中 �� 312（113番人気）
ワイド票数 計 195380 的中 �� 773（57番人気）�� 1455（44番人気）�� 1586（41番人気）
3連複票数 計 447715 的中 ��� 387（191番人気）
3連単票数 計 596292 的中 ��� 77（1158番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レアヴェントゥーレ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Belong to Me デビュー 2012．6．17 阪神8着

2010．2．10生 牡5芦 母 Ocean Drive 母母 Clever But Costly 13戦3勝 賞金 23，700，000円
〔制裁〕 ウインオーラム号の騎手義英真は，3コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。
※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 デンコウリョウ号・ホッコージョイフル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



14091 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

714 フェイブルネージュ 牝4鹿 55
52 ▲�島 克駿 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：21．4 4．6�
47 イントロダクション 牝4栗 55 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 432＋ 21：21．61� 2．2�
815 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 442＋ 21：21．81� 64．3�
510 ガートルード 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：21．9� 42．4�
48 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川島 信二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 アタマ 22．2	
24 ダイワベスパー 牝6黒鹿55 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462＋121：22．0� 16．8

36 ダノンルージュ 牝5鹿 55 松田 大作�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 ハナ 8．6�
35 イーグルアモン 牝4鹿 55 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B452＋ 41：22．21� 34．9�
23 シュヴァリエ 牝4栗 55 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 454＋ 2 〃 アタマ 7．4
816 ミュゼリトルガール 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 444＋201：22．41 10．3�
59 インヴォーク 牝4栗 55 丸田 恭介�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 41：22．61� 36．5�
11 � マコトシニョーラ 牝4鹿 55 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 384－ 71：22．7� 118．9�
12 � クイーンベジタブル 牝4鹿 55 L．オールプレス M．タバート氏 加藤 和宏 日高 高山牧場 516＋ 81：22．8� 133．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

611� グローバルシップ 牝4栗 55 長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B440± 0 〃 クビ 214．6�

612� キュールエアリス 牝5青鹿55 国分 優作岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 462± 01：23．01� 159．7�
713 スパイスシャワー 牝4鹿 55 嶋田 純次下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456＋ 81：23．32 92．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，813，200円 複勝： 23，275，600円 枠連： 12，082，800円
馬連： 34，211，400円 馬単： 20，235，800円 ワイド： 19，548，100円
3連複： 47，366，700円 3連単： 71，068，200円 計： 245，601，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 120円 � 1，050円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 260円 �� 5，840円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 64，080円

票 数

単勝票数 計 178132 的中 � 30696（2番人気）
複勝票数 計 232756 的中 � 32252（2番人気）� 78063（1番人気）� 3244（11番人気）
枠連票数 計 120828 的中 （4－7） 22892（1番人気）
馬連票数 計 342114 的中 �� 61103（1番人気）
馬単票数 計 202358 的中 �� 11240（3番人気）
ワイド票数 計 195481 的中 �� 23496（1番人気）�� 761（46番人気）�� 1258（36番人気）
3連複票数 計 473667 的中 ��� 2473（43番人気）
3連単票数 計 710682 的中 ��� 804（180番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．2―58．0―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイブルネージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 京都3着

2011．2．17生 牝4鹿 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 11戦2勝 賞金 25，770，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒラボクレジーナ号
（非抽選馬） 1頭 シャトールージュ号
※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。

14092 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

35 サンマルホーム 牡5栗 57 西村 太一相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 426－ 61：47．1 14．4�

11 テーオービックバン 牡4栗 57
54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 4 〃 ハナ 10．1�
612 ヤマニンバステト 牝4鹿 55 菅原 隆一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448－ 81：47．2� 26．9�
48 ランドオザリール 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522± 0 〃 アタマ 2．0�

714 ダークファンタジー 牡4栗 57
54 ▲�島 克駿山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 554± 01：47．3� 4．7�

36 � クリールハヤテ 牡6栗 57 小野寺祐太横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 6 〃 クビ 12．8	
24 ヤマニンアルゴシー �5栗 57 原田 和真土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 452－ 21：47．4� 39．6

59 タイセイポラリス 牡5栗 57 平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 474＋ 21：47．61� 24．2�
47 ミッキーサクセス 牡5栗 57 森 一馬野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 508± 01：47．81� 53．0�
510 フォワードカール 牝4鹿 55 中井 裕二 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472－ 21：47．9	 76．5
12 � ウイングオブハーツ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 �シルクレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 6 〃 アタマ 26．3�

611 ヴィンセンツイヤー 牡4栗 57 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 486－ 6 〃 ハナ 34．2�

815 ピースメーカー 牡4鹿 57
54 ▲三津谷隼人小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 41：48．0	 40．1�
816 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 416－ 21：48．1クビ 90．0�
713� ピ ー キ ー 牡4鹿 57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 480＋ 81：48．41	 18．0�
23 � ケンブリッジアーサ 牡5鹿 57 花田 大昂中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 456＋101：48．61 265．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，759，700円 複勝： 22，555，100円 枠連： 11，838，700円
馬連： 33，360，500円 馬単： 19，897，400円 ワイド： 19，566，600円
3連複： 44，810，100円 3連単： 65，891，700円 計： 234，679，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 260円 � 340円 � 490円 枠 連（1－3） 2，000円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 14，920円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 3，320円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 40，830円 3 連 単 ��� 286，050円

票 数

単勝票数 計 167597 的中 � 9297（5番人気）
複勝票数 計 225551 的中 � 24809（3番人気）� 17626（4番人気）� 11092（7番人気）
枠連票数 計 118387 的中 （1－3） 4571（8番人気）
馬連票数 計 333605 的中 �� 3905（23番人気）
馬単票数 計 198974 的中 �� 1000（47番人気）
ワイド票数 計 195666 的中 �� 2560（21番人気）�� 1514（34番人気）�� 1384（37番人気）
3連複票数 計 448101 的中 ��� 823（123番人気）
3連単票数 計 658917 的中 ��� 167（764番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．6―12．5―12．2―11．4―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．6―48．2―1：00．7―1：12．9―1：24．3―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．8．5 小倉7着

2010．3．10生 牡5栗 母 
アイエスシャイン 母母 
キリセオリー 32戦2勝 賞金 32，288，000円



14093 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8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 � フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57
54 ▲義 英真一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 41：54．0 87．4�

59 アクアマリンブレス 牡4黒鹿 57
54 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 ハナ 9．1�

712 シーリーヴェール 牡4青鹿57 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 474－ 21：54．21� 3．4�
814� プレスアテンション 牡4栗 57 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 41：54．3� 8．7�
34 � パラティーノ 牡6黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 530＋ 21：54．4� 6．1	
35 トゥヴァビエン 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 530± 01：54．61� 12．9

22 オンワードハンター 牡4鹿 57 川島 信二樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 456－ 41：54．81� 26．0�
47 セプテントリオ 	5黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 61：55．12 18．5�
46 テイエムコンドル 牡4鹿 57 川須 栄彦竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 438＋ 81：55．2� 19．9
611 ハッピーロード 	4栗 57 津村 明秀豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 488＋ 4 〃 ハナ 7．6�
713 シ ッ プ ウ 	4黒鹿57 藤田 伸二 �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 490＋ 21：55．41 7．9�
58 ノーブルプラネット 牡4青鹿57 丸山 元気 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋ 21：55．5� 33．8�
23 チュウワストライク 牡6鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 518＋101：55．82 21．4�
815� フェイトアゲン 牡4鹿 57 丹内 祐次浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448± 01：55．9クビ 127．3�
610 クリノジュロウジン 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 大江原 哲 新ひだか 土田 陽介 472＋ 21：56．11 270．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，303，900円 複勝： 31，607，100円 枠連： 15，432，200円
馬連： 43，570，700円 馬単： 23，678，000円 ワイド： 26，752，100円
3連複： 60，699，700円 3連単： 85，987，300円 計： 307，031，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，740円 複 勝 � 1，950円 � 350円 � 170円 枠 連（1－5） 37，140円

馬 連 �� 28，710円 馬 単 �� 91，530円

ワ イ ド �� 14，580円 �� 7，830円 �� 810円

3 連 複 ��� 65，400円 3 連 単 ��� 760，250円

票 数

単勝票数 計 193039 的中 � 1765（13番人気）
複勝票数 計 316071 的中 � 3201（13番人気）� 21873（7番人気）� 65952（1番人気）
枠連票数 計 154322 的中 （1－5） 322（33番人気）
馬連票数 計 435707 的中 �� 1176（64番人気）
馬単票数 計 236780 的中 �� 194（143番人気）
ワイド票数 計 267521 的中 �� 458（74番人気）�� 856（62番人気）�� 9022（5番人気）
3連複票数 計 606997 的中 ��� 696（178番人気）
3連単票数 計 859873 的中 ��� 82（1347番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．3―13．7―12．9―12．4―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．0―51．7―1：04．6―1：17．0―1：29．5―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フ ェ ン ガ リ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mizzen Mast

2011．4．8生 牡4栗 母 ムーニーポンズ 母母 Lotka 9戦1勝 賞金 7，000，000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 ランドントウォーク号

14094 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第10競走 ��2，400�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走14時40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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

510 トゥインクル 牡4栗 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 460－ 62：25．8 7．6�
24 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 国分 優作 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム B458－ 2 〃 クビ 5．6�
12 ウインミラグロス 牡4栗 57 丹内 祐次�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 468＋ 62：26．12 27．8�
816 バスティード 牡4栗 57 丸山 元気古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 470＋ 22：26．42 14．9�
59 � モンテエクリプス 牡6鹿 57 大野 拓弥毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460＋ 42：26．61� 6．5	
47 アルマセクレタ 牡4鹿 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 520＋262：26．7� 57．4

35 スプリングシャトル 牡5栗 57 村田 一誠加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 480－142：26．8クビ 110．8�
713 スマッシュスマイル 	7栃栗57 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 466＋ 42：27．33 20．2�
714 ジェイケイネオ 牡5青鹿57 伊藤 工真小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 498＋ 22：27．4クビ 24．6
815 プロレタリアト 牝4鹿 55 長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424± 02：27．5
 5．4�
11 マルクナッテ 牝4栗 55 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 414＋10 〃 ハナ 35．8�
36 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 田中 博康合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482± 02：27．71
 102．3�
612 ムードスウィングス 牝4黒鹿55 津村 明秀 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 62：28．44 12．8�
48 � ユーカリノカゼ 牝4鹿 55 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B470＋ 6 〃 クビ 64．7�
611 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 494＋ 22：28．5
 4．2�
23 ルーベンスクラフト 牝5栗 55 原田 和真 �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 460－ 62：29．13
 45．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，394，100円 複勝： 28，194，200円 枠連： 17，466，600円
馬連： 50，984，900円 馬単： 26，378，100円 ワイド： 28，035，200円
3連複： 71，846，400円 3連単： 103，295，100円 計： 345，594，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 180円 � 470円 枠 連（2－5） 790円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，760円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 87，790円

票 数

単勝票数 計 193941 的中 � 20365（5番人気）
複勝票数 計 281942 的中 � 36292（3番人気）� 45974（1番人気）� 12654（8番人気）
枠連票数 計 174666 的中 （2－5） 17028（3番人気）
馬連票数 計 509849 的中 �� 21811（7番人気）
馬単票数 計 263781 的中 �� 5598（9番人気）
ワイド票数 計 280352 的中 �� 11349（5番人気）�� 2523（36番人気）�� 3943（19番人気）
3連複票数 計 718464 的中 ��� 3183（59番人気）
3連単票数 計1032951 的中 ��� 853（299番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．1―12．3―13．0―12．7―12．5―12．4―12．2―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―34．8―47．1―1：00．1―1：12．8―1：25．3―1：37．7―1：49．9―2：01．9―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
2（4，11）3（7，10）（5，9，8）16，1（12，13）6＝14－15
2，4－11（5，3）（9，7，10）（6，16，8）1（12，13）－14－15

2
4
2，4，11－（3，10）（5，7）8，9，16（6，1）（12，13）＝14－15
2，4－（5，11，10）3（9，7）（16，8）（6，1）（12，13）14－15

勝馬の
紹 介

トゥインクル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．6．2 東京10着

2011．4．15生 牡4栗 母 ロングスターダム 母母 ストロークト 20戦2勝 賞金 30，055，000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） 1頭 ペイシャゴンジセ号
（非抽選馬） 3頭 オースミムーン号・テンカイチ号・ラステラ号



14095 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第11競走 ��1，000�
い だ て ん

韋駄天ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，26．5．24以降27．5．17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

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

35 フレイムヘイロー �7栗 53 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 480＋ 4 54．7 94．8�
36 ネ ロ 牡4栗 55 村田 一誠西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466± 0 54．8� 3．2�
714 アースソニック 牡6鹿 57 津村 明秀前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 500＋ 6 54．9� 13．2�
24 � ヘニーハウンド 牡7栗 56 川島 信二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 510－ 4 〃 クビ 23．2�
713 セイコーライコウ 牡8鹿 58 勝浦 正樹竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 484－22 55．0クビ 4．5�
47 スマートオリオン 牡5栗 57 大野 拓弥大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 508＋ 6 〃 クビ 15．8	
815 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿54 松田 大作小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466＋ 6 55．1クビ 20．7

816 アンゲネーム �7鹿 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－10 〃 クビ 17．0�
611 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 514＋ 2 55．2� 6．0
23 ブライトチェリー 牝5芦 50 L．オールプレス IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 470－ 4 〃 ハナ 16．0�

（旧姓 L．マンビー） （新）

12 モグモグパクパク 牡5栗 54 丹内 祐次小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 458－14 55．3� 55．5�
11 メイショウツガル 牡7鹿 54 伊藤 工真松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480－ 4 〃 クビ 102．1�
612� エンプレスラブ 牝6黒鹿49 	島 克駿 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 512＋ 4 55．4
 70．6�
48 � エーシントップ 牡5黒鹿57 川須 栄彦�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

536＋ 6 〃 クビ 10．8�
59 �� フ ギ ン 牝5黒鹿53 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 452＋ 6 55．5� 23．2�
510 シャトルアップ �7栗 52 丸山 元気広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B506＋ 4 〃 ハナ 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，817，100円 複勝： 65，600，300円 枠連： 41，813，000円
馬連： 189，837，100円 馬単： 85，495，700円 ワイド： 79，271，400円
3連複： 267，178，200円 3連単： 399，033，000円 計： 1，183，045，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，480円 複 勝 � 1，700円 � 160円 � 370円 枠 連（3－3） 19，180円

馬 連 �� 19，550円 馬 単 �� 49，700円

ワ イ ド �� 5，520円 �� 12，930円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 76，160円 3 連 単 ��� 739，890円

票 数

単勝票数 計 548171 的中 � 4623（15番人気）
複勝票数 計 656003 的中 � 7613（16番人気）� 144065（1番人気）� 41270（4番人気）
枠連票数 計 418130 的中 （3－3） 1689（34番人気）
馬連票数 計1898371 的中 �� 7522（56番人気）
馬単票数 計 854957 的中 �� 1290（137番人気）
ワイド票数 計 792714 的中 �� 3649（59番人気）�� 1547（96番人気）�� 17547（8番人気）
3連複票数 計2671782 的中 ��� 2631（207番人気）
3連単票数 計3990330 的中 ��� 391（1625番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．6―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．8―43．3

上り4F42．7－3F32．5
勝馬の
紹 介

フレイムヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2010．7．17 小倉5着

2008．4．12生 �7栗 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 27戦6勝 賞金 86，756，000円
〔制裁〕 アースソニック号の騎手津村明秀は，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：10番・8番・7

番）
※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。

14096 5月24日 晴 良 （27新潟1）第8日 第12競走 1，800�
し ろ う ま だ け

白 馬 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 エリーフェアリー 牝4鹿 55 丹内 祐次谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 480± 01：52．4 58．8�

23 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 L．オールプレス 平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 526＋ 41：52．5� 32．7�
（旧姓 L．マンビー） （新）

815 ゴーイングベル 牡5芦 57 �島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528＋181：53．24 98．7�
35 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464± 01：53．3� 59．0�
610 アスカクイン 牝4栗 55 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 488－ 2 〃 アタマ 31．7�
46 タガノコルコバード 牡4鹿 57 城戸 義政八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 438－ 4 〃 ハナ 193．8�
712 メイショウサリマン 牡7栗 57 田中 博康松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 492＋201：53．4クビ 166．4	
713 メジャーステップ 牡4栗 57 大野 拓弥 
サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：54．03� 5．4�
47 サーランスロット 牡7鹿 57 丸田 恭介山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 492＋ 41：54．21 29．8�
59 インストレーション 牡4鹿 57 津村 明秀 
シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 532－ 21：54．51� 2．7
34 � トーセンゴージャス 牡5黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：54．92� 36．6�
22 ニシノゲンキマル 牡4栗 57 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 B502－ 21：57．6大差 24．6�
611 サクセスグローリー 牡4黒鹿57 松田 大作髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 540－ 21：58．23� 4．0�
814 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：58．73 7．8�
11 ホワイトフリート 牡5芦 57 伊藤 工真 
キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：58．8� 9．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，831，900円 複勝： 47，825，100円 枠連： 21，502，900円
馬連： 82，850，000円 馬単： 42，611，300円 ワイド： 40，633，300円
3連複： 110，813，600円 3連単： 181，925，000円 計： 560，993，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，880円 複 勝 � 1，510円 � 1，050円 � 2，600円 枠 連（2－5） 2，510円

馬 連 �� 40，200円 馬 単 �� 117，490円

ワ イ ド �� 9，490円 �� 15，110円 �� 20，030円

3 連 複 ��� 543，200円 3 連 単 ��� 3，564，740円

票 数

単勝票数 計 328319 的中 � 4465（11番人気）
複勝票数 計 478251 的中 � 8386（11番人気）� 12397（9番人気）� 4787（13番人気）
枠連票数 計 215029 的中 （2－5） 6627（10番人気）
馬連票数 計 828500 的中 �� 1597（73番人気）
馬単票数 計 426113 的中 �� 272（159番人気）
ワイド票数 計 406333 的中 �� 1108（69番人気）�� 694（81番人気）�� 523（87番人気）
3連複票数 計1108136 的中 ��� 153（382番人気）
3連単票数 計1819250 的中 ��� 37（2348番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．0―12．5―13．3―14．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―34．5―46．5―59．0―1：12．3―1：26．5―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．1
1
3

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

2
4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エリーフェアリー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．6．9 東京8着

2011．4．29生 牝4鹿 母 キセキスティール 母母 シンワスティール 21戦3勝 賞金 37，807，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 サーランスロット号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・5番・1番・

4番）
〔その他〕 ホワイトフリート号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノゲンキマル号・サクセスグローリー号・ゴダール号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年6月24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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レンブラント号
（非抽選馬） 8頭 エンキンドル号・コスモマイギフト号・セルリアンサーロス号・タニセンジャッキー号・タマモマズルカ号・

マルカロゼッタ号・メイショウオオゼキ号・メイショウドゥーマ号
※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8日 5月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

189，430，000円
1，060，000円
6，080，000円
1，700，000円
17，070，000円
66，063，500円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
249，513，700円
367，189，000円
172，402，100円
607，341，200円
324，245，000円
318，727，900円
846，112，000円
1，263，830，800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 4，149，361，700円

総入場人員 14，680名 （有料入場人員 12，703名）



平成27年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，385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

1，436，310，000円
7，380，000円
54，300，000円
13，060，000円
128，560，000円
508，945，000円
44，817，600円
13，296，000円

勝馬投票券売得金
1，869，412，300円
2，765，158，300円
1，292，576，400円
4，420，111，100円
2，384，556，900円
2，278，236，000円
6，018，131，800円
9，204，945，600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 30，233，128，400円

総入場延人員 100，387名 （有料入場延人員 87，484名）
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