
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

14037 5月8日 晴 稍重 （28新潟1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ノボホウセイ 牝3栗 54
53 ☆石川裕紀人�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 488－121：12．5 1．8�

610 ノートルスウェ 牡3栗 56 川須 栄彦�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 508－ 41：12．71� 36．6�
713 メイショウレオネス 牝3青鹿 54

52 △加藤 祥太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 430± 01：12．8� 28．3�
35 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 小牧 太森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 538＋ 61：13．01� 15．5	
815 コウセイカルメン 牝3鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 380－121：13．1� 32．4

34 ブレイジングサン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 562－ 41：13．2クビ 5．1�
58 オロフィナアスール 牝3黒鹿 54

52 △長岡 禎仁�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 444＋ 81：13．3� 71．5�
47 タガノヴィッター 牡3鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：13．61� 4．1
59 ジ ャ カ 牡3芦 56 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 440－ 41：13．7� 12．3�
23 ダッシャークワトロ �3鹿 56 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B436－ 41：14．65 87．0�
46 ナムラモンロー 牝3鹿 54 横山 和生奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 432＋16 〃 クビ 203．6�
712 ピタゴラステッキ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹石山 嘉七氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 482＋ 41：14．7クビ 170．9�
22 ニ コ ラ シ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 438＋101：15．55 267．6�
11 ゴーゴーダンス 牝3黒鹿54 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B446－ 81：15．92� 202．3�
611 ボルテージアップ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也ライオンレースホース� 田島 俊明 日高 Shall Farm 458 ― 〃 アタマ 265．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，454，000円 複勝： 28，439，100円 枠連： 8，366，300円
馬連： 32，212，500円 馬単： 21，211，600円 ワイド： 21，113，100円
3連複： 49，614，600円 3連単： 78，155，100円 計： 254，566，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 600円 � 430円 枠 連（6－8） 2，000円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 910円 �� 790円 �� 7，390円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 56，380円

票 数

単勝票数 計 154540 的中 � 65218（1番人気）
複勝票数 計 284391 的中 � 133555（1番人気）� 6869（7番人気）� 9936（6番人気）
枠連票数 計 83663 的中 （6－8） 3227（7番人気）
馬連票数 計 322125 的中 �� 8855（11番人気）
馬単票数 計 212116 的中 �� 3585（14番人気）
ワイド票数 計 211131 的中 �� 6100（10番人気）�� 7126（7番人気）�� 696（40番人気）
3連複票数 計 496146 的中 ��� 2585（36番人気）
3連単票数 計 781551 的中 ��� 1005（147番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―47．1―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（7，12）（3，8，14）（9，13）（5，10）6，4－（2，15）－（1，11） 4 ・（7，12）（3，8，14）13（5，9，10）（6，4）－15，2－11，1

勝馬の
紹 介

ノボホウセイ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West デビュー 2015．9．19 中山3着

2013．2．27生 牝3栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams 6戦1勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 タガノヴィッター号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（不適切な鞭の使用により内側に逃避されバランスをく

ずした）について過怠金50，000円。（被害馬：3番）
※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 ブルーズネフュウ号

14038 5月8日 晴 稍重 （28新潟1）第4日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

815 ダノンアイリス 牝3青鹿54 田中 勝春�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 56．4 2．9�
816 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 420－12 56．82� 15．4�
35 メープルパール 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 416－ 2 57．01 6．0�
713 タツデンコーセッカ 牝3栗 54 石橋 脩鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 452－16 〃 クビ 4．8�
612 アッフェルリズム 牝3黒鹿54 M．デュプレシス 山科 統氏 西村 真幸 浦河 バンダム牧場 420－10 57．1� 36．4	

（新）

36 ビュウイモン 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 434＋ 2 57．2クビ 16．0


59 ガールズティアラ 牝3鹿 54
52 △加藤 祥太岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 454－ 2 57．62� 20．9�

510 バトルキャンデー 牝3鹿 54 藤岡 佑介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 440－ 2 57．7� 54．1�
714 グランジュテ 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 432＋ 2 57．91 5．4
611 ハヤブサマナポン 牝3栗 54

52 △井上 敏樹武田 修氏 伊藤 圭三 浦河 ガーベラパー
クスタツド 438 ― 〃 クビ 74．0�

24 アドマイヤウェーブ 牝3栗 54 幸 英明近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488－16 58．0クビ 15．9�
47 アロットメント 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 410± 0 58．1� 273．2�
48 ミ シ ェ ル 牝3栗 54

52 △伴 啓太スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 長浜 秀昭 418± 0 58．63 214．2�
11 ピエスモンテ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也ライオンレースホース� 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 426± 0 58．81� 229．2�
23 トウカイメジャー 牝3栗 54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 460－ 2 59．54 36．2�
12 ドエライナー 牝3栗 54 宮崎 北斗野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 442＋ 6 59．82 44．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，393，400円 複勝： 21，629，600円 枠連： 12，696，200円
馬連： 36，141，200円 馬単： 17，802，000円 ワイド： 20，211，700円
3連複： 51，522，000円 3連単： 65，378，800円 計： 241，774，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 330円 � 200円 枠 連（8－8） 1，660円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 730円 �� 400円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計 163934 的中 � 43802（1番人気）
複勝票数 計 216296 的中 � 44588（1番人気）� 13470（5番人気）� 28354（4番人気）
枠連票数 計 126962 的中 （8－8） 5924（5番人気）
馬連票数 計 361412 的中 �� 17143（5番人気）
馬単票数 計 178020 的中 �� 5833（6番人気）
ワイド票数 計 202117 的中 �� 6936（7番人気）�� 14075（3番人気）�� 3546（16番人気）
3連複票数 計 515220 的中 ��� 11727（7番人気）
3連単票数 計 653788 的中 ��� 3276（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．7―44．4

上り4F44．2－3F33．7
勝馬の
紹 介

ダノンアイリス �
�
父 Arch �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2016．1．10 中山2着

2013．2．7生 牝3青鹿 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイメジャー号・ドエライナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月

8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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリスタルガーデン号
（非抽選馬） 3頭 トミケンルパウス号・ヒマラヤキンラン号・ブラックベリー号
※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４日



14039 5月8日 晴 稍重 （28新潟1）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

68 レッドジェイド 牡3青鹿 56
54 △加藤 祥太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 500± 01：55．6 2．1�

56 � ジ ョ ル ジ オ �3鹿 56
55 ☆中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.

Masatake Iida B466－ 41：55．7	 5．3�
710 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 41：56．65 3．8�
11 ワンアームドシザー 牡3鹿 56 中谷 雄太小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 496－ 41：57．23	 88．7�
33 スマートメダリオン 牡3栗 56 松若 風馬トニー倶楽部 吉田 直弘 日高 増尾牧場 B482－ 41：57．3	 16．8�
711 マイネルラザンツ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 484＋ 2 〃 アタマ 23．0	
22 カツンダモン 牝3黒鹿54 幸 英明 �キャピタル・システム 森田 直行 様似 髙村 伸一 474－ 21：57．51
 7．5

812 カシノナイト 牡3鹿 56

54 △伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 468－ 61：57．71
 243．1�
69 キャバリアキング 牡3栗 56 丸田 恭介村木 隆氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：58．01� 106．1�
813 フ ウ ウ ン ジ 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁諸岡 慶氏 久保田貴士 新ひだか 前谷 武志 468－ 41：58．63	 236．4
45 モンサンカーラ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也山下 新一氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 452 ―1：59．02	 42．7�
57 シンボリサッチャー 牝3栗 54 伊藤 工真シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 448－ 62：00．7大差 61．5�
44 � タイキバベル 牡3鹿 56 小牧 太�大樹ファーム 石坂 正 米 Nicewonder

Stable, LLC 522± 02：01．02 20．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，017，000円 複勝： 18，492，500円 枠連： 7，516，700円
馬連： 26，799，200円 馬単： 16，231，600円 ワイド： 15，968，600円
3連複： 35，719，800円 3連単： 57，811，200円 計： 194，556，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，240円

票 数

単勝票数 計 160170 的中 � 58468（1番人気）
複勝票数 計 184925 的中 � 49077（1番人気）� 30081（3番人気）� 36949（2番人気）
枠連票数 計 75167 的中 （5－6） 10506（2番人気）
馬連票数 計 267992 的中 �� 41896（2番人気）
馬単票数 計 162316 的中 �� 14803（1番人気）
ワイド票数 計 159686 的中 �� 20204（2番人気）�� 22035（1番人気）�� 10549（3番人気）
3連複票数 計 357198 的中 ��� 50099（1番人気）
3連単票数 計 578112 的中 ��� 18629（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．4―50．9―1：04．1―1：17．1―1：30．2―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェイド �
�
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 2016．1．5 京都3着

2013．4．7生 牡3青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリサッチャー号・タイキバベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

6月8日まで平地競走に出走できない。

14040 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：06．0良

22 キープトライン 牡6鹿 60
57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B486± 03：10．3 5．8�

33 � ポールシッター �6青鹿60 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 444－ 83：10．51� 21．8�
45 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 494＋103：10．6� 5．3�
11 スズカプレスト 牡4鹿 59 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞	湖 レイクヴィラファーム 448＋ 2 〃 ハナ 3．1�
68 ザ ラ ス ト ロ 牡6鹿 60 山本 康志髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 480－ 23：10．7� 3．5�
57 ディープフォンテン �5栗 60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 458－ 6 〃 ハナ 25．4	
69 メイショウメイザン 牡4鹿 59 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 474＋103：10．8� 11．2

44 サフランスカイ 牡5鹿 60 中村 将之海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 456－14 〃 アタマ 89．8�
710 ワンパクチョウサン 牡4青鹿59 蓑島 靖典�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 434＋ 23：10．9
 127．2�
56 � メイショウトキムネ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－103：11．0クビ 28．6
813 スズカチャンプ 牡7鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 504－ 43：12．7大差 97．8�
711 トーセンアスリート 牡4鹿 59 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 23：13．33� 139．9�
812 トウカイバレット 牡4黒鹿59 高田 潤内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 478－ 4 〃 ハナ 19．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，938，100円 複勝： 17，066，700円 枠連： 9，114，300円
馬連： 24，874，900円 馬単： 15，911，600円 ワイド： 15，374，300円
3連複： 40，237，600円 3連単： 64，708，700円 計： 201，226，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 380円 � 180円 枠 連（2－3） 4，350円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 410円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計 139381 的中 � 18924（4番人気）
複勝票数 計 170667 的中 � 24781（4番人気）� 9540（7番人気）� 28380（3番人気）
枠連票数 計 91143 的中 （2－3） 1623（18番人気）
馬連票数 計 248749 的中 �� 4652（16番人気）
馬単票数 計 159116 的中 �� 1744（25番人気）
ワイド票数 計 153743 的中 �� 3360（9番人気）�� 10589（5番人気）�� 3437（8番人気）
3連複票数 計 402376 的中 ��� 6697（14番人気）
3連単票数 計 647087 的中 ��� 1387（112番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．3－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キープトライン �
�
父 アルカセット �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．10．28 東京11着

2010．5．16生 牡6鹿 母 タカノヒカル 母母 ミムズファンタジー 障害：27戦1勝 賞金 30，900，000円
〔制裁〕 ポールシッター号の調教師尾形和幸は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



14041 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時05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
2：24．6
2：22．1

良
良

59 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436－ 42：28．3 11．1�
12 スギノグローアップ 牡3鹿 56 勝浦 正樹杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B476－ 42：28．4� 6．6�
35 エックスマス 牡3鹿 56 松若 風馬小田 吉男氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 474± 02：28．61� 2．0�
47 デルマセンヒメ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448± 02：28．92 176．4�
713 シュティルヴァルト 牡3栗 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480－ 22：29．0� 14．3	
23 カントリーロード 牡3黒鹿56 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B442－ 42：29．32 5．9

611 セシルクラウン 牡3黒鹿56 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 22：29．62 153．9�
48 � ファントムジオペラ 牡3鹿 56 小牧 太大塚 亮一氏 友道 康夫 英 Dr S.

Eversfield B522± 02：29．7	 65．7
612 スカイムーヴァー 牡3青鹿 56

55 ☆石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 484± 02：30．33� 10．8�
11 コンゴウノカガヤキ 牡3鹿 56 川須 栄彦金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 510－ 82：30．51 323．4�
24 デルマタクミノカミ 
3鹿 56

53 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 420＋ 42：31．24 317．1�
36 シグマグレード 牡3黒鹿56 横山 和生�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 ハナ 13．9�
714 ユキノハーモニー 牝3青鹿54 丸田 恭介山科 統氏 奥村 武 日高 浜本牧場 418－ 42：31．3� 51．9�
815 トライブキング 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 22：31．4� 16．8�
816 カ エ サ ル 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 488＋22 〃 クビ 228．2�
510 ホンマカイナ 牡3鹿 56 北村 友一内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 鳥谷 勝彦 432－ 62：31．5クビ 211．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，375，300円 複勝： 28，690，900円 枠連： 9，606，900円
馬連： 37，039，700円 馬単： 21，379，700円 ワイド： 23，747，700円
3連複： 51，615，900円 3連単： 75，588，100円 計： 268，044，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 300円 � 190円 � 110円 枠 連（1－5） 5，140円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 610円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 29，300円

票 数

単勝票数 計 203753 的中 � 14626（5番人気）
複勝票数 計 286909 的中 � 15722（7番人気）� 28905（3番人気）� 112330（1番人気）
枠連票数 計 96069 的中 （1－5） 1447（20番人気）
馬連票数 計 370397 的中 �� 6703（14番人気）
馬単票数 計 213797 的中 �� 1739（32番人気）
ワイド票数 計 237477 的中 �� 4758（16番人気）�� 9955（7番人気）�� 17171（2番人気）
3連複票数 計 516159 的中 ��� 15886（7番人気）
3連単票数 計 755881 的中 ��� 1870（90番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．4―12．1―13．2―13．3―12．9―12．3―12．4―12．5―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―23．8―35．2―47．3―1：00．5―1：13．8―1：26．7―1：39．0―1：51．4―2：03．9―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡3青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルマカイルア号・サムライロック号

14042 5月8日 晴 稍重 （28新潟1）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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 ボンボンキャスト 牝4黒鹿55 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 494± 01：11．4 3．0�
713 ヨイチナデシコ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 490－ 21：11．82� 11．3�
47 スターペスユウコ 牝5鹿 55

53 △加藤 祥太河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462＋ 61：11．9クビ 7．3�
610 レモンイエロー 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：12．0� 31．9�
58 グリューヴァイン 牝4栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：12．1� 2．3	
815 レディーピンク 牝6鹿 55 吉田 隼人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 460＋101：12．2� 13．2

23 � ミスチフウイッチ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452＋ 41：12．41� 158．0�
11 ロ ッ ト リ ー 牝4鹿 55 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430－ 41：12．61 29．4�
34 � メイショウルナ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 512＋101：12．7	 12．9
59 � リルバニヤン 牝6鹿 55

53 △井上 敏樹佐久間拓士氏 高橋 文雅 千歳 社台ファーム 448－ 41：12．91� 371．3�
22 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿55 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 478＋ 6 〃 ハナ 277．3�
46 � メイショウウケヅキ 牝5鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 462－ 21：13．21	 192．1�
35 ダイワポデスタ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B496＋10 〃 ハナ 64．6�
814� ホホエムオンナ 牝4鹿 55 西田雄一郎�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 432＋ 4 〃 クビ 320．9�
712 ホワイトポピー 牝6芦 55 丹内 祐次楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B434－121：15．6大差 65．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，570，900円 複勝： 19，046，600円 枠連： 9，017，000円
馬連： 32，158，400円 馬単： 19，280，300円 ワイド： 20，014，000円
3連複： 45，216，900円 3連単： 70，074，600円 計： 231，378，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 350円 � 180円 枠 連（6－7） 1，410円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 570円 �� 460円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 16，960円

票 数

単勝票数 計 165709 的中 � 42788（2番人気）
複勝票数 計 190466 的中 � 39583（2番人気）� 10782（6番人気）� 27778（3番人気）
枠連票数 計 90170 的中 （6－7） 4952（7番人気）
馬連票数 計 321584 的中 �� 15023（7番人気）
馬単票数 計 192803 的中 �� 5055（9番人気）
ワイド票数 計 200140 的中 �� 9037（5番人気）�� 11611（3番人気）�� 3850（14番人気）
3連複票数 計 452169 的中 ��� 8631（11番人気）
3連単票数 計 700746 的中 ��� 2994（46番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．1―12．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボンキャスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．4．2生 牝4黒鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 12戦2勝 賞金 24，700，000円
〔制裁〕 ヨイチナデシコ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）

メイショウウケヅキ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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトポピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月8日まで平地競走

に出走できない。



14043 5月8日 晴 稍重 （28新潟1）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （ダート・左）
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

46 � ヌ ー ナ 牝4黒鹿 55
53 △長岡 禎仁岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

520＋ 41：53．6 4．4�
35 	 クリノダイシャリン 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 498－ 21：53．7
 7．7�
59 	 タイセイエナジー 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：54．12� 131．1�
58 レアルイモン 牡4栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B488－14 〃 アタマ 8．7�
814 デ ィ マ ン ズ �4鹿 57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482－ 41：54．2� 10．2�
22 � シェーンメーア �6青鹿57 M．デュプレシス 窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 542－ 2 〃 クビ 2．7�

（新）

610 ワンダーブラザウン 牡6栗 57 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 466＋ 41：54．51
 149．1	
712 マウイノカオイ 牡6鹿 57

55 △加藤 祥太金子真人ホール
ディングス
 村山 明 日高 白井牧場 482± 01：54．81
 19．5�

47 オメガグランディス 牡5鹿 57
56 ☆石川裕紀人原 子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B504＋ 2 〃 ハナ 87．4�

34 	 ミラクルナイト 牡4芦 57 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 458－ 61：55．33 69．2
713 ビクトリーミノル 牡4栗 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：55．4
 51．3�
611 メイショウヤギリ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 476－ 61：55．6
 15．1�
11 	 テーオークリスエス 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 500± 01：56．23� 265．9�
815	 フライガイザー 牡4黒鹿 57

55 △井上 敏樹簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 474± 01：56．94 18．0�
23 	 メ イ ジ ン 牡5栗 57 津村 明秀國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 462＋ 41：57．75 11．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，854，900円 複勝： 20，812，700円 枠連： 11，587，400円
馬連： 33，715，500円 馬単： 17，633，000円 ワイド： 19，967，700円
3連複： 45，110，500円 3連単： 61，814，700円 計： 228，496，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 250円 � 1，990円 枠 連（3－4） 1，710円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 850円 �� 7，290円 �� 8，510円

3 連 複 ��� 53，360円 3 連 単 ��� 292，910円

票 数

単勝票数 計 178549 的中 � 32347（2番人気）
複勝票数 計 208127 的中 � 32456（2番人気）� 23329（3番人気）� 2087（14番人気）
枠連票数 計 115874 的中 （3－4） 5222（7番人気）
馬連票数 計 337155 的中 �� 12191（6番人気）
馬単票数 計 176330 的中 �� 3279（15番人気）
ワイド票数 計 199677 的中 �� 6393（6番人気）�� 687（53番人気）�� 588（61番人気）
3連複票数 計 451105 的中 ��� 634（128番人気）
3連単票数 計 618147 的中 ��� 153（702番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―13．5―12．8―12．6―13．0―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．6―49．1―1：01．9―1：14．5―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ヌ ー ナ �
�
父 Congrats �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．4．25 東京4着

2012．3．12生 牝4黒鹿 母 Howaya Lily 母母 Lillybuster 10戦2勝 賞金 17，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

14044 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

510 ティックルゴールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 61：48．8 3．5�

815 メローハーモニー 牝4鹿 55
54 ☆石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474＋221：48．9� 6．1�

816 エクストラファイン 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 11．0�
611 スターリーウインド 牝4黒鹿55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 472＋ 81：49．0� 5．1�
36 アイノカケハシ 牝4鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 432＋14 〃 ハナ 14．2	
11 ディリジェンテ 牝4栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：49．2� 153．5

12 プレミアステイタス 牝5黒鹿 55

53 △井上 敏樹 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 61：49．3� 26．2�
24 ミッキーカーニバル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 20．5�
48 フラッシュバイオ 牝5鹿 55 吉田 隼人バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋20 〃 ハナ 30．0
713 セレナビアンカ 牝5鹿 55 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 21：49．4クビ 62．7�
47 レッドラヴィータ 牝5栗 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 アタマ 31．6�
35 コルヌコピア 牝4黒鹿 55

53 △長岡 禎仁池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 アタマ 82．2�
714� ラックアサイン 牝4鹿 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 482± 0 〃 クビ 19．6�
23 � マンディスキュア 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 472＋ 21：49．5クビ 20．9�
612 アドマイヤピンク 牝4栗 55 幸 英明近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466－ 41：49．6� 6．2�
59 ビレッジソング 牝5鹿 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438＋ 21：49．7クビ 154．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，942，300円 複勝： 30，821，600円 枠連： 14，846，300円
馬連： 45，403，400円 馬単： 21，669，000円 ワイド： 28，111，500円
3連複： 64，138，600円 3連単： 79，813，700円 計： 307，746，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 270円 � 290円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 550円 �� 790円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 229423 的中 � 51645（1番人気）
複勝票数 計 308216 的中 � 60870（1番人気）� 26518（4番人気）� 24527（5番人気）
枠連票数 計 148463 的中 （5－8） 14307（3番人気）
馬連票数 計 454034 的中 �� 26701（2番人気）
馬単票数 計 216690 的中 �� 6422（4番人気）
ワイド票数 計 281115 的中 �� 13535（3番人気）�� 9044（5番人気）�� 6773（8番人気）
3連複票数 計 641386 的中 ��� 12053（5番人気）
3連単票数 計 798137 的中 ��� 3021（23番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．0―12．9―12．4―12．6―11．7―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．7―49．6―1：02．0―1：14．6―1：26．3―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティックルゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．4．5生 牝5鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 18戦3勝 賞金 30，550，000円



14045 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

12 ガルデルスリール 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－ 81：34．0 10．5�
612 レッドオルバース 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－121：34．1� 3．0�
35 ブルーフラッシュ �5芦 57

54 ▲木幡 巧也桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 448－121：34．31� 16．3�
11 フェイブルネージュ 牝5鹿 55 北村 友一 �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 452－10 〃 クビ 3．4�
47 モンテエベレスト �6青鹿57 丸田 恭介毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋ 81：34．4クビ 5．3	
24 パフューマー 牡4栗 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 4 〃 クビ 118．2

713 カプリチオーソ 牡4栗 57 小坂 忠士 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 444＋ 21：34．5� 142．4�
23 トーセンカナロア 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 480－ 2 〃 クビ 21．4
59 ブロウユアマインド 牡4鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 454－ 81：34．6� 12．8�
714 シュンクルーズ 牡4黒鹿 57

55 △長岡 禎仁村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 452－ 6 〃 ハナ 170．0�

815
 シークレットベース 牝8鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 434－ 81：34．91� 36．7�
510 ハイドンセット 牡4鹿 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 462－10 〃 アタマ 60．5�
36 ステラレガーロ 牝4黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 452＋181：35．0クビ 40．1�
48 イ オ ラ ニ �5黒鹿 57

54 ▲原田 和真 �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 B482＋ 21：35．1� 37．8�

611 メイショウネブタ 牡5鹿 57
55 △加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 482＋ 21：35．63 60．0�

816 ウップスアデイジイ 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B528＋ 21：35．7� 30．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，388，700円 複勝： 28，888，200円 枠連： 15，334，000円
馬連： 46，025，900円 馬単： 24，738，600円 ワイド： 26，739，400円
3連複： 64，727，000円 3連単： 96，673，900円 計： 324，515，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 170円 � 530円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，890円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 57，780円

票 数

単勝票数 計 213887 的中 � 16282（4番人気）
複勝票数 計 288882 的中 � 28827（4番人気）� 55256（2番人気）� 11405（6番人気）
枠連票数 計 153340 的中 （1－6） 24223（1番人気）
馬連票数 計 460259 的中 �� 21906（4番人気）
馬単票数 計 247386 的中 �� 4019（14番人気）
ワイド票数 計 267394 的中 �� 12263（4番人気）�� 2263（32番人気）�� 5629（13番人気）
3連複票数 計 647270 的中 ��� 6338（23番人気）
3連単票数 計 966739 的中 ��� 1213（164番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―11．8―12．0―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．0―46．8―58．8―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガルデルスリール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2013．9．29 阪神3着

2011．4．10生 牝5鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 21戦2勝 賞金 42，467，000円
〔制裁〕 イオラニ号の騎手原田和真は，最後の直線コース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）

レッドオルバース号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
ガルデルスリール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30，000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。
（非抽選馬） 3頭 キャンディキー号・ナムラマサシゲ号・フォーワンタイキ号

14046 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第10競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時40分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

711� サハラファイター 牡3鹿 56 藤岡 佑介本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 498＋ 21：52．7 2．7�
56 ネクストムーブ 牡3栗 56 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 506－ 81：53．33� 3．3�
44 コスモカナディアン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 462± 01：53．72� 6．8�
11 ビレッジゴールド 牡3栗 56 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 464－ 21：54．12� 30．6�
68 ガルガンチュア 牡3栗 56 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 410－101：54．31� 54．8�
22 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 	島 良太トウショウ産業	 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498± 01：54．61
 9．0

812 アートラヴァー 牝3栗 54 木幡 巧也 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480± 01：54．7� 32．3�
33 ベルリンガー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－141：54．91� 36．4�
69 コスモコレクション 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 458－101：55．22 51．7
813 セイカエドミザカ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 474＋101：55．3クビ 25．4�
57 アスタリスク 牡3鹿 56 M．デュプレシス 石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 472＋ 6 〃 クビ 31．4�

（新）

45 ロードボアソルテ 牡3栗 56 松若 風馬 	ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか タツヤファーム 466＋ 21：55．61
 8．0�
710 ゴ ブ レ ッ ト 牝3鹿 54 幸 英明�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B484± 01：57．19 137．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，683，500円 複勝： 28，781，200円 枠連： 15，657，700円
馬連： 56，308，900円 馬単： 28，927，600円 ワイド： 29，866，900円
3連複： 70，137，800円 3連単： 109，950，500円 計： 365，314，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 170円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 370円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 256835 的中 � 75191（1番人気）
複勝票数 計 287812 的中 � 64587（1番人気）� 53142（2番人気）� 38541（3番人気）
枠連票数 計 156577 的中 （5－7） 23906（1番人気）
馬連票数 計 563089 的中 �� 85693（1番人気）
馬単票数 計 289276 的中 �� 20912（1番人気）
ワイド票数 計 298669 的中 �� 33903（1番人気）�� 20032（2番人気）�� 15562（3番人気）
3連複票数 計 701378 的中 ��� 43156（1番人気）
3連単票数 計1099505 的中 ��� 18997（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―13．0―12．7―12．6―12．9―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．2―49．2―1：01．9―1：14．5―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4F50．8―3F38．2
1
3
2（6，12）4－7（3，9，13）（1，10，11）－8＝5
2，6（4，12，11）9（3，1）7－13（10，8）－5

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

勝馬の
紹 介

�サハラファイター �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ネオユニヴァース

2013．3．22生 牡3鹿 母 ビクトリーレディー 母母 ベ ル ガ ー ル 4戦1勝 賞金 12，828，000円
地方デビュー 2015．8．5 門別

〔制裁〕 コスモカナディアン号の騎手丹内祐次は，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：1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。



14047 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第11競走 ��
��2，000�第38回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，27．5．9以降28．5．1まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

59 パッションダンス 牡8鹿 57 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518± 01：57．8 19．4�

23 フ ル ー キ ー 牡6青鹿57．5 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 41：58．12 4．5�

612 シャイニープリンス 牡6青鹿56．5 幸 英明小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 500± 0 〃 ハナ 14．5�
714 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 478－ 21：58．31 8．2�
36 マイネルミラノ 牡6栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B488＋101：58．51� 16．1�
510 ロンギングダンサー 牡7黒鹿53 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B492＋ 21：58．6クビ 41．4	
11 サトノギャラント 牡7黒鹿56 M．デュプレシス 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 アタマ 22．1


（新）

816 ダービーフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 40．5�
815 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 松田 大作 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：58．81� 11．5
24 アングライフェン 牡4鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 8 〃 クビ 13．6�
611	 ショウナンバッハ 牡5鹿 55 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 442± 0 〃 ハナ 7．2�
12 ヒストリカル 牡7黒鹿57 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 5．6�
35 サトノラーゼン 牡4鹿 57 石川裕紀人里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 61：59．12 7．3�
713 メイショウカンパク 牡9黒鹿52 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488＋ 2 〃 アタマ 255．4�
47 メイショウナルト 
8鹿 56 勝浦 正樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 466＋161：59．31 137．6�
48 バロンドゥフォール 牡6鹿 53 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474－ 41：59．61� 76．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，191，200円 複勝： 127，979，100円 枠連： 79，239，200円
馬連： 394，245，400円 馬単： 145，841，400円 ワイド： 162，213，000円
3連複： 595，714，300円 3連単： 792，680，600円 計： 2，392，104，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 550円 � 180円 � 480円 枠 連（2－5） 2，880円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 4，290円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 23，210円 3 連 単 ��� 161，790円

票 数

単勝票数 計 941912 的中 � 38761（10番人気）
複勝票数 計1279791 的中 � 52197（11番人気）� 229595（1番人気）� 62208（9番人気）
枠連票数 計 792392 的中 （2－5） 21305（15番人気）
馬連票数 計3942454 的中 �� 58834（24番人気）
馬単票数 計1458414 的中 �� 8080（64番人気）
ワイド票数 計1622130 的中 �� 22691（25番人気）�� 9551（57番人気）�� 29892（12番人気）
3連複票数 計5957143 的中 ��� 19248（95番人気）
3連単票数 計7926806 的中 ��� 3552（641番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．9―12．2―11．9―11．6―11．5―10．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．4―47．3―59．5―1：11．4―1：23．0―1：34．5―1：45．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッションダンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．2．26 阪神1着

2008．4．9生 牡8鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス 20戦7勝 賞金 190，877，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 アクションスター号・クランモンタナ号・ユールシンギング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14048 5月8日 晴 良 （28新潟1）第4日 第12競走 ��
��1，800�

な か の だ け

中 ノ 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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000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

35 マルカウォーレン 牡4黒鹿57 北村 友一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514＋ 41：52．8 7．4�
11 � アースコネクター 牡5栗 57 幸 英明 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B502＋ 21：53．01	 3．0�
713 クラーロデルナ 牡7鹿 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 496－101：53．1
 15．6�
712 レッドアライヴ 牡5鹿 57 石橋 脩 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 18．4�
22 ロードシャリオ 牡4鹿 57 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 472－101：53．2
 22．9�
46 ツインキャンドル 牝5鹿 55 石川裕紀人	下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B454± 0 〃 クビ 6．6

47 ロゼッタストーン 牡7鹿 57 中谷 雄太太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 458－ 61：53．52 20．2�
34 � エターナルヒーロー �6黒鹿57 松若 風馬岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 476－ 21：53．6
 60．0�
611 ブロンクスシルバー 牝5芦 55 柴田 善臣 	社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 48．8
814 ヒ ム カ 牝5栗 55 丸田 恭介�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512± 01：53．7
 15．6�
58 ダノンアンビシャス 牡5黒鹿57 吉田 隼人�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 41：53．91	 3．9�
23 � コスモカウピリ 牡5鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 496＋ 4 〃 ハナ 37．0�
59 ショウリノウタゲ 牝6鹿 55 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 530＋141：54．1 27．2�
815 エアーウェーブ 牡6鹿 57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 532＋ 61：55．05 169．8�

（14頭）
610 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 508－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，549，100円 複勝： 40，903，400円 枠連： 26，362，900円
馬連： 58，624，400円 馬単： 25，896，500円 ワイド： 34，380，900円
3連複： 58，741，800円 3連単： 84，599，800円 計： 360，058，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 150円 � 320円 枠 連（1－3） 2，310円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，350円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 差引計 305491（返還計123491） 的中 � 32913（4番人気）
複勝票数 差引計 409034（返還計120614） 的中 � 35680（4番人気）� 92612（1番人気）� 27176（5番人気）
枠連票数 差引計 263629（返還計 2723） 的中 （1－3） 8825（11番人気）
馬連票数 差引計 586244（返還計490347） 的中 �� 33695（3番人気）
馬単票数 差引計 258965（返還計218011） 的中 �� 6761（6番人気）
ワイド票数 差引計 343809（返還計222114） 的中 �� 17102（3番人気）�� 6287（18番人気）�� 9364（7番人気）
3連複票数 差引計 587418（返還計839810） 的中 ��� 9314（11番人気）
3連単票数 差引計 845998（返還計1280249） 的中 ��� 3124（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．8―13．5―12．9―12．3―12．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―50．1―1：03．0―1：15．3―1：28．0―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカウォーレン �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 Wild Again デビュー 2014．11．24 京都1着

2012．5．4生 牡4黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 7戦3勝 賞金 34，586，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 ヒデノインペリアル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒデノインペリアル号は，平成28年5月9日から平成28年6月7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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エリーフェアリー号・カリスマサンタイム号・クロフネビームス号・ソルプレーサ号・ディアブルーダー号・

フレンドスイート号・ベストセラーアスク号

３レース目



（28新潟1）第4日 5月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 178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

226，840，000円
6，060，000円
1，760，000円
25，460，000円
68，804，000円
5，656，600円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
311，358，400円
411，551，600円
219，344，900円
823，549，400円
376，522，900円
417，708，800円
1，172，496，800円
1，637，249，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，369，782，500円

総入場人員 17，317名 （有料入場人員 15，126名）
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