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14049 5月14日 曇 良 （28新潟1）第5日 第1競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：34．7良

22 ユキノスライダー 牡6栗 61 植野 貴也遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 452± 03：34．4レコード 2．1�
711 ウインヤード 牡5鹿 60 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470± 03：34．93 197．1�
57 マイネルピクトル 牡5鹿 61 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 506－ 23：35．0� 16．4�
33 ダノンウィスラー 牡8鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 470－ 2 〃 クビ 5．1�
45 メイショウオヤシオ �4栗 59 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464－ 23：35．74 13．8�
610� ニューコネクション 牡9栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 83：35．91� 18．1	
58 レッドヴィーヴォ �6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 448＋ 43：36．53� 22．6

11 グレイトエンブレム �6栗 60 金子 光希小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 428＋ 23：36．71� 9．7�
46 ティリアンパープル 牝6鹿 60 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 476＋ 63：36．91	 10．0�
34 リヴゴーシュ �4栗 59 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 63：37．32� 20．6
712� アラビアンドラゴン �6芦 60 森 一馬吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 434＋ 23：38．04 111．0�
814 ワールドカップ 牡4黒鹿59 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 468－ 23：38．42� 62．5�
69 ショウリュウバイオ �6栗 60 平沢 健治バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 43：38．71
 17．9�
813 アルテミシア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 488＋ 23：39．01
 59．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，301，500円 複勝： 15，549，700円 枠連： 8，448，100円
馬連： 20，630，700円 馬単： 12，735，100円 ワイド： 13，915，500円
3連複： 35，936，500円 3連単： 48，190，700円 計： 165，707，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 3，180円 � 630円 枠 連（2－7） 8，540円

馬 連 �� 23，540円 馬 単 �� 38，980円

ワ イ ド �� 8，980円 �� 1，070円 �� 23，980円

3 連 複 ��� 138，210円 3 連 単 ��� 831，860円

票 数

単勝票数 計 103015 的中 � 38815（1番人気）
複勝票数 計 155497 的中 � 45132（1番人気）� 898（14番人気）� 5016（10番人気）
枠連票数 計 84481 的中 （2－7） 766（24番人気）
馬連票数 計 206307 的中 �� 679（53番人気）
馬単票数 計 127351 的中 �� 245（98番人気）
ワイド票数 計 139155 的中 �� 392（64番人気）�� 3511（11番人気）�� 146（81番人気）
3連複票数 計 359365 的中 ��� 195（208番人気）
3連単票数 計 481907 的中 ��� 42（1205番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 49．9－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡6栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 障害：8戦3勝 賞金 40，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウメジマダイオー号・オールデフィート号・クリノキングムーン号・マイネルポルトゥス号
（非抽選馬） 2頭 ドクタールキア号・ワンダーバライル号

14050 5月14日 曇 良 （28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

22 キングラディウス 牡3栗 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B460－101：54．0 8．1�
59 トウシンタイガー 牡3鹿 56 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 510＋ 21：54．42� 2．0�
11 シゲルシマダイ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 508－ 21：54．5� 6．5�
712 ライトブリンガー 牡3栗 56 中谷 雄太�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B464＋ 4 〃 アタマ 37．1�
611 クインズマーキュリ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 新ひだか 三石川上牧場 474± 01：55．24 22．2	
23 ウインバーニング 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 452－ 41：55．41� 11．6

814 ホイールバーニング 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿市川義美ホール
ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 526＋121：55．61� 6．6�

47 トキノアイチャン 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 B438＋ 2 〃 ハナ 12．2�
815 ケンブリッジバッハ 牡3栗 56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 本桐牧場 512± 01：56．02� 56．4
58 テイエムクック 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 438－ 61：56．1� 25．0�
34 ブラックスナイパー �3黒鹿56 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 平取 黒川 賢司 480± 01：56．95 276．1�
713 トーアディラン �3栗 56 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 470＋ 21：57．0クビ 216．2�
35 オルデトワール 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 平取 北島牧場 474－ 81：57．1	 276．8�

46 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 454＋ 41：57．73� 203．2�
610 ルフレドパシオン 牡3栗 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B492－ 81：57．91� 67．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，326，100円 複勝： 24，784，500円 枠連： 8，911，300円
馬連： 27，078，500円 馬単： 15，993，100円 ワイド： 17，946，400円
3連複： 38，623，100円 3連単： 51，993，100円 計： 199，656，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 290円 �� 600円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 143261 的中 � 13977（4番人気）
複勝票数 計 247845 的中 � 28923（2番人気）� 97741（1番人気）� 27419（3番人気）
枠連票数 計 89113 的中 （2－5） 19016（1番人気）
馬連票数 計 270785 的中 �� 29011（2番人気）
馬単票数 計 159931 的中 �� 6192（7番人気）
ワイド票数 計 179464 的中 �� 16600（1番人気）�� 6826（7番人気）�� 15985（2番人気）
3連複票数 計 386231 的中 ��� 20018（1番人気）
3連単票数 計 519931 的中 ��� 4485（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．6―49．8―1：02．7―1：15．3―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングラディウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．4 中京12着

2013．1．23生 牡3栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 9戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 トウシンタイガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トウシンタイガー号は，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。
（非当選馬） 1頭 ホワイトホイール号

第１回 新潟競馬 第５日



14051 5月14日 曇 良 （28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

59 ラッキーガナドール 牝3青鹿 54
52 △加藤 祥太上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B498± 01：12．4 3．4�
47 ローゼンタール 牝3栗 54 横山 和生岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：12．82� 7．5�
712 グロウインザダーク �3鹿 56

54 △長岡 禎仁 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478± 01：12．9� 6．9�
814 クリノブラビッシモ 牡3黒鹿56 水口 優也栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 452 ―1：13．64 32．8�
46 ミラクルバイオ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 B480－ 4 〃 ハナ 3．1	
713 ハヤブサミカリン 牝3芦 54

52 △伴 啓太武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B454＋ 2 〃 ハナ 6．5

58 ココロノキャンバス 牝3栗 54

52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 394＋ 41：13．81� 38．4�
610 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 422＋ 41：14．01 59．8�
34 ワンダールジール 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二山本 信行氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 472± 0 〃 クビ 72．2
11 ブライアンジョー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 452－ 61：14．31� 79．4�
23 キャプテンブレイズ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 506＋ 2 〃 アタマ 34．3�
22 シゲルノコギリダイ 牡3鹿 56 藤懸 貴志森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 508＋ 61：14．51� 29．3�
35 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 森 一馬新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 432－ 21：14．92� 82．3�
611 ナバホトウショウ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512－ 41：15．11� 134．0�
815 ヴィエントゴールド 牡3芦 56 杉原 誠人南波 壽氏 高橋 祥泰 新ひだか グローリーファーム 454 ―1：15．2クビ 35．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，461，100円 複勝： 19，786，500円 枠連： 9，362，600円
馬連： 23，286，900円 馬単： 14，036，300円 ワイド： 15，906，700円
3連複： 33，401，200円 3連単： 44，388，700円 計： 174，630，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 270円 � 190円 枠 連（4－5） 380円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 600円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 144611 的中 � 33956（2番人気）
複勝票数 計 197865 的中 � 41271（1番人気）� 15773（5番人気）� 26072（4番人気）
枠連票数 計 93626 的中 （4－5） 18797（1番人気）
馬連票数 計 232869 的中 �� 14913（4番人気）
馬単票数 計 140363 的中 �� 4731（6番人気）
ワイド票数 計 159067 的中 �� 6746（7番人気）�� 10189（3番人気）�� 4618（9番人気）
3連複票数 計 334012 的中 ��� 10272（5番人気）
3連単票数 計 443887 的中 ��� 3009（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．6―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．2―47．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーガナドール �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．7．18 福島4着

2013．4．17生 牝3青鹿 母 フジティアス 母母 オールテイアス 7戦1勝 賞金 9，900，000円
〔その他〕 シゲルノコギリダイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルノコギリダイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年6月14日まで出走できない。
※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 アメジストデュー号

14052 5月14日 曇 良 （28新潟1）第5日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （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

813 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 490＋123：10．0 3．4�
22 ダークサイド 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 474± 03：10．1� 5．9�
57 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－203：11．16 11．0�
44 サンディアタッチ 牝4黒鹿57 ▲原田 和真飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 13．7�
45 � パトロクロス 牡6栗 60 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 462－103：11．31� 18．2�
33 � グレイレジェンド 牡8芦 60 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 474＋ 4 〃 ハナ 5．1�
710 ゴールドメダリオン �4栗 59 森 一馬西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 434－ 63：11．51� 32．7	
812� トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 小野寺祐太島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－103：11．6クビ 86．4�
69 ラブリープラネット 牡5栗 60 植野 貴也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 アタマ 15．3�
711 マイネプレセア 牝5青鹿58 石神 深一 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 83：11．7クビ 4．0�
56 ヒューガライゼン 牝4栗 57 浜野谷憲尚塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 472＋ 23：12．97 123．7�
11 � アイハヴアドリーム �5青 60 高野 和馬馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 538－ 23：13．32� 54．5�

（12頭）
68 ウインスプラッシュ 牡5鹿 60 北沢 伸也ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 11，536，100円 複勝： 15，131，400円 枠連： 7，425，200円
馬連： 20，396，600円 馬単： 12，944，400円 ワイド： 12，940，000円
3連複： 31，109，300円 3連単： 45，027，500円 計： 156，510，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 170円 � 230円 枠 連（2－8） 880円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 850円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 差引計 115361（返還計 167） 的中 � 26536（1番人気）
複勝票数 差引計 151314（返還計 204） 的中 � 27075（2番人気）� 23255（3番人気）� 15221（5番人気）
枠連票数 差引計 74252（返還計 12） 的中 （2－8） 6494（3番人気）
馬連票数 差引計 203966（返還計 1010） 的中 �� 17252（2番人気）
馬単票数 差引計 129444（返還計 750） 的中 �� 5971（3番人気）
ワイド票数 差引計 129400（返還計 649） 的中 �� 10307（2番人気）�� 3724（10番人気）�� 3548（12番人気）
3連複票数 差引計 311093（返還計 3427） 的中 ��� 8572（9番人気）
3連単票数 差引計 450275（返還計 4467） 的中 ��� 3163（18番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 49．4－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラガーギアチェンジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．12．23 阪神5着

2011．2．27生 牡5青鹿 母 アンティックドール 母母 Antique Auction 障害：3戦1勝 賞金 10，150，000円
〔出走取消〕 ウインスプラッシュ号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。



14053 5月14日 晴 良 （28新潟1）第5日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 ナッツスター 牡3鹿 56 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 41：09．9 7．2�
47 フ ェ イ ス 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 白井牧場 482＋ 2 〃 クビ 4．7�
11 ファインキャプテン 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 ハナ 4．4�
510 ソニックタイガー 牡3黒鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 456－ 41：10．11� 28．8�
815 コスモバード 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌和 日高 中前牧場 492＋ 41：10．31� 5．6�
612 ピーエムルッカ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440± 01：10．4クビ 15．7	
611 ナリノスワンキー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 29．9

36 ハッピープリティー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也道永 幸治氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434－ 81：10．61 5．4�
24 リンガスウラン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 400－ 81：10．7� 32．1�
35 ア キ ツ シ マ 牡3鹿 56 丸田 恭介須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 414－ 4 〃 同着 45．3�
23 オレカーニバル 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿髙嶋 祐子氏 藤岡 健一 浦河 有限会社
吉田ファーム 472± 0 〃 クビ 63．1�

48 ヴィーナスベルト 牝3芦 54 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：10．91� 33．5�
12 フォルトゥーナ 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 438－ 21：11．11� 44．0�
713 トミケンルパウス 牝3栗 54 	島 良太冨樫 賢二氏 和田 正道 新冠 村田牧場 424＋ 21：11．42 194．3�
816 ハギノハイスタイル 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B516 ―1：12．78 77．4�
714 ブラックベリー 牝3青鹿54 吉田 隼人�ラ・メール 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 452＋ 61：17．9大差 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，155，000円 複勝： 25，570，300円 枠連： 9，861，600円
馬連： 28，925，200円 馬単： 16，498，200円 ワイド： 20，639，200円
3連複： 44，625，900円 3連単： 56，960，100円 計： 219，235，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 1，220円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 520円 �� 640円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 17，380円

票 数

単勝票数 計 161550 的中 � 17763（5番人気）
複勝票数 計 255703 的中 � 31364（4番人気）� 46372（1番人気）� 41538（2番人気）
枠連票数 計 98616 的中 （4－5） 6219（6番人気）
馬連票数 計 289252 的中 �� 13609（6番人気）
馬単票数 計 164982 的中 �� 3255（16番人気）
ワイド票数 計 206392 的中 �� 10134（4番人気）�� 8078（6番人気）�� 11534（3番人気）
3連複票数 計 446259 的中 ��� 13680（3番人気）
3連単票数 計 569601 的中 ��� 2375（37番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナッツスター �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．9．5 新潟13着

2013．3．11生 牡3鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 9戦1勝 賞金 8，250，000円
〔制裁〕 ナッツスター号の騎手西田雄一郎は，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30，000円。（被害馬：10番）
〔調教再審査〕 ブラックベリー号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月14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。
（非当選馬） 1頭 アジロ号

14054 5月14日 晴 良 （28新潟1）第5日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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

47 フォーラウェイ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440± 02：26．1 71．2�
610 ヤ マ ン 牝3鹿 54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム 480＋ 22：26．31� 56．9�
814 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：26．51� 5．5�
22 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 496＋10 〃 ハナ 35．3�
23 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 北村 友一前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 42：26．82 2．3�
46 ワークショップ 牡3鹿 56 国分 恭介小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 498＋ 6 〃 アタマ 11．1	
712 スコルツェッテ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 02：27．01� 5．3

58 チーフコンダクター 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：27．1クビ 14．5�
35 レッドスペラーレ 牡3鹿 56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 480＋ 22：27．31� 8．6
815 アルマカイルア 牡3黒鹿56 丸山 元気コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 470－ 4 〃 アタマ 61．6�
34 マ イ テ ィ �3栗 56 �島 良太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 22：27．51� 32．8�
611 クリノドーヴァー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 450－ 22：28．24 310．8�
713 スマートガルーダ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 B486＋ 22：28．3� 28．9�
11 ステイザベスト 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太�明栄商事 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 406± 02：29．47 22．4�
59 ア ラ シ 牡3鹿 56 菱田 裕二國立 治氏 山内 研二 日高 三城牧場 446± 02：32．4大差 246．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，388，700円 複勝： 19，497，700円 枠連： 8，681，600円
馬連： 27，143，300円 馬単： 14，360，900円 ワイド： 18，194，400円
3連複： 37，407，000円 3連単： 47，279，200円 計： 187，952，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，120円 複 勝 � 1，390円 � 1，170円 � 220円 枠 連（4－6） 11，560円

馬 連 �� 136，590円 馬 単 �� 430，820円

ワ イ ド �� 27，090円 �� 6，290円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 272，380円 3 連 単 ��� 4，284，670円

票 数

単勝票数 計 153887 的中 � 1727（13番人気）
複勝票数 計 194977 的中 � 3223（12番人気）� 3852（11番人気）� 29078（3番人気）
枠連票数 計 86816 的中 （4－6） 582（27番人気）
馬連票数 計 271433 的中 �� 154（87番人気）
馬単票数 計 143609 的中 �� 25（188番人気）
ワイド票数 計 181944 的中 �� 172（86番人気）�� 748（49番人気）�� 1115（37番人気）
3連複票数 計 374070 的中 ��� 103（271番人気）
3連単票数 計 472792 的中 ��� 8（2018番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―11．6―12．8―12．7―12．9―12．7―12．3―12．2―11．9―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�
12．7―23．5―34．8―46．4―59．2―1：11．9―1：24．8―1：37．5―1：49．8―2：02．0―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーラウェイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．11．1 福島4着

2013．3．18生 牡3鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 6戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月14日まで平地競走に出

走できない。



14055 5月14日 晴 良 （28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

610 カ オ ー ル 牝5青 55
54 ☆中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 21：11．8 5．1�
47 ヒデノヒロイン 牝5芦 55 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440－101：11．9� 11．1�
46 セ ン グ ウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 460＋ 41：12．22 8．5�
814 モンサンビアンカ 牝4芦 55 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 456± 01：12．52 8．1�
58 � ライブリヘイロー 牝6鹿 55 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 488＋ 41：12．6� 45．0�
22 オールオブユー 牝4栗 55 吉田 隼人三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 8．2�
34 スナッチアキス 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 426＋ 6 〃 クビ 6．3	
23 トウカイマインド 牝5鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 460＋ 61：12．7� 57．7

11 � リナクリスタル 牝5鹿 55 西田雄一郎ザ・チャンピオンズ 西村 真幸 日高 有限会社 レキ

シントンファーム 458－ 81：13．12� 122．6�
59 コウエイテンペスタ 牝5黒鹿55 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 504± 01：13．41� 22．9�
712 ベルディーヴァ 牝4栗 55

54 ☆�島 克駿 キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－161：13．5	 3．7�
815� トリアンドルス 牝4栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 466－ 21：13．6� 56．6�
35 � ワイエムテイラー 牝5鹿 55 津村 明秀サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 494－ 11：13．7クビ 44．7�
713 サンマルメジャール 牝4鹿 55 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 458－ 41：14．12� 33．3�
611 ニホンピロヘーラー 牝4鹿 55 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 504± 01：14．2クビ 46．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，436，300円 複勝： 22，774，600円 枠連： 9，920，800円
馬連： 28，826，500円 馬単： 15，006，100円 ワイド： 20，401，400円
3連複： 43，636，600円 3連単： 51，898，900円 計： 207，901，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 260円 � 230円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，020円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 29，250円

票 数

単勝票数 計 154363 的中 � 23898（2番人気）
複勝票数 計 227746 的中 � 29816（2番人気）� 21378（6番人気）� 26099（4番人気）
枠連票数 計 99208 的中 （4－6） 6231（4番人気）
馬連票数 計 288265 的中 �� 7485（14番人気）
馬単票数 計 150061 的中 �� 2322（20番人気）
ワイド票数 計 204014 的中 �� 5580（12番人気）�� 5136（13番人気）�� 4494（18番人気）
3連複票数 計 436366 的中 ��� 4318（27番人気）
3連単票数 計 518989 的中 ��� 1286（77番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ オ ー ル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．4．26 京都6着

2011．2．18生 牝5青 母 プレミアノアール 母母 ヴァンドノワール 8戦2勝 賞金 14，350，000円
〔その他〕 ニホンピロヘーラー号は，3コーナーで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 クリノチョモラーリ号
（非抽選馬） 1頭 レディーピンク号

14056 5月14日 晴 良 （28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

810 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B478－ 41：53．9 2．3�
79 アップルハウス 牡6青鹿 57

54 ▲木幡 巧也新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B458－121：54．11� 6．5�
66 � パラティーノ 牡7黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 530＋ 21：54．31� 31．1�
22 マイネルネッツ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 480－ 2 〃 クビ 9．5�
67 コ マ ク サ 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 472＋ 41：54．4	 4．5	
55 � クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 41：54．5クビ 6．6

811 ハイヴォルテージ 牡4栗 57 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448－ 6 〃 クビ 35．5�
78 タニノマンボ 牡6鹿 57

54 ▲森 裕太朗谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 498＋221：54．92	 21．5�
11 トーセンテレマーク 牡4青鹿57 小野寺祐太島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：55．0	 95．5�
44 � バイザスコット 牡4栗 57 伊藤 工真窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494± 01：55．53 18．4�
33 キョウエイマグマ 牡5鹿 57

55 △長岡 禎仁田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 494＋121：58．0大差 46．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，134，000円 複勝： 20，649，900円 枠連： 8，240，100円
馬連： 28，004，600円 馬単： 17，224，400円 ワイド： 18，284，700円
3連複： 38，029，000円 3連単： 60，877，400円 計： 208，444，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 420円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 320円 �� 900円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 171340 的中 � 58678（1番人気）
複勝票数 計 206499 的中 � 59034（1番人気）� 24164（3番人気）� 8783（8番人気）
枠連票数 計 82401 的中 （7－8） 11196（2番人気）
馬連票数 計 280046 的中 �� 28035（3番人気）
馬単票数 計 172244 的中 �� 11871（3番人気）
ワイド票数 計 182847 的中 �� 16354（2番人気）�� 4990（11番人気）�� 1832（27番人気）
3連複票数 計 380290 的中 ��� 5448（19番人気）
3連単票数 計 608774 的中 ��� 3057（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．9―13．6―13．1―12．4―12．5―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．1―50．7―1：03．8―1：16．2―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンコンサート �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．20 阪神3着

2012．3．23生 牡4芦 母 キンセイマル 母母 コミニュケーション 10戦2勝 賞金 17，400，000円

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 1日第 5競走）
〔その他〕　　ズヴェレーン号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオー

バーによる出走制限」の適用を除外。



14057 5月14日 晴 良 （28新潟1）第5日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

35 ダークネブラス 牡4青鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 21：47．0 13．6�

510 キングナポレオン �5黒鹿57 中谷 雄太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 14．2�
23 コメットシーカー 牡6鹿 57

56 ☆	島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 18．3�
11 ロッカフラベイビー 牝4黒鹿55 杉原 誠人山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：47．1クビ 6．7�
713
 オンファロス 牝4鹿 55

52 ▲木幡 巧也村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 412－101：47．31� 131．0�
714
 メルドオール 牡4鹿 57 	島 良太 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 426－ 4 〃 ハナ 26．5

47 レッドカイザー 牡5黒鹿57 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：47．4� 19．3�
612 グラブザフラッグ �4栗 57 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 478－ 4 〃 クビ 5．2�
815 インターンシップ 牡5鹿 57 勝浦 正樹近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452－ 2 〃 クビ 2．4
816 サトノプレステージ 牡6鹿 57 藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 508－ 21：47．5� 22．7�
12 ヴォルスング 牡5鹿 57 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：47．71� 156．9�
48 メイショウミソラ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 B454＋ 4 〃 クビ 33．0�
59 ドリームリヴァール �6黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子ライオンレースホース	 池上 昌弘 安平 追分ファーム 450± 01：47．91� 14．5�
24  マリーナベイ 牡5青鹿57 菱田 裕二保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B492＋ 41：48．0� 108．5�
611 バトルジェジェジェ 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 456＋ 41：48．42� 25．9�
36 
 パスファインダー 牡5鹿 57

55 △加藤 祥太辻 佳男氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 458－171：50．3大差 141．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，636，100円 複勝： 29，306，600円 枠連： 11，633，700円
馬連： 40，564，700円 馬単： 20，177，100円 ワイド： 24，505，000円
3連複： 59，529，600円 3連単： 73，164，900円 計： 278，517，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 340円 � 490円 � 460円 枠 連（3－5） 2，930円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 2，230円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 26，170円 3 連 単 ��� 164，730円

票 数

単勝票数 計 196361 的中 � 11480（4番人気）
複勝票数 計 293066 的中 � 23940（4番人気）� 15343（6番人気）� 16329（5番人気）
枠連票数 計 116337 的中 （3－5） 3068（13番人気）
馬連票数 計 405647 的中 �� 5809（21番人気）
馬単票数 計 201771 的中 �� 1114（50番人気）
ワイド票数 計 245050 的中 �� 4456（16番人気）�� 2811（26番人気）�� 2699（30番人気）
3連複票数 計 595296 的中 ��� 1706（97番人気）
3連単票数 計 731649 的中 ��� 322（557番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．6―48．4―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダークネブラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill デビュー 2014．10．18 福島6着

2012．3．15生 牡4青鹿 母 マイベストスター 母母 My First Star 11戦2勝 賞金 18，659，000円
〔制裁〕 パスファインダー号の騎手加藤祥太は，発馬機内での御法（仕切りパイプをつかみ随伴が遅れた）について戒告。

メルドオール号の騎手	島良太は，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10，000円。（被害馬：16番・9
番）

14058 5月14日 晴 良 （28新潟1）第5日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時50分 （芝・直線）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

11 キーナンバー 牡3栗 56 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 496＋ 4 55．4 9．8�
23 ミキノドラマー 牡3鹿 56 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 472＋ 2 55．5� 22．8�
612 バトルグランドリイ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 448－10 55．81� 3．7�
510 フリームーヴメント 牡3栗 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 446＋ 2 55．9� 15．7�
59 グリーンバシリスク 牝3栗 54 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B454－ 2 〃 クビ 35．1�
12 コスモアルコン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 B500－ 6 56．0クビ 15．2

24 ジ ェ イ ラ ー 牝3栗 54 黛 弘人岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 436－ 4 〃 ハナ 37．2�
611 フルオブスターズ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁	村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 428± 0 56．32 103．7�
815 ハートイズハート 牡3栗 56 石橋 脩北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 454＋ 4 56．4クビ 4．4
48 ユ ッ セ 牝3栗 54 横山 和生	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 468＋ 6 56．5� 8．4�
713 ラブミーロード 牝3鹿 54 加藤 祥太小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 静内酒井牧場 456＋10 56．71 26．7�
35 プリンシパルスター 牡3青鹿56 中谷 雄太 	シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 2 56．8� 13．4�
714 グリマープリンセス 牝3鹿 54 木幡 巧也ザ・ヒルズ 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 4 57．11� 7．8�
36 ニシノグリーディ 牝3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 428－ 4 57．31	 73．2�
47 ゴルトシュミット 牡3栗 56 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B466＋ 2 〃 アタマ 56．4�
816 プレゼンスブルー 牝3黒鹿54 森 裕太朗 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 432＋10 57．51� 35．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，392，200円 複勝： 32，861，400円 枠連： 20，935，200円
馬連： 64，250，500円 馬単： 30，229，400円 ワイド： 35，585，900円
3連複： 102，307，700円 3連単： 128，392，100円 計： 439，954，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 280円 � 570円 � 160円 枠 連（1－2） 3，030円

馬 連 �� 10，540円 馬 単 �� 17，030円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 880円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 17，050円 3 連 単 ��� 119，950円

票 数

単勝票数 計 253922 的中 � 20642（5番人気）
複勝票数 計 328614 的中 � 28739（5番人気）� 11716（9番人気）� 71017（1番人気）
枠連票数 計 209352 的中 （1－2） 5338（16番人気）
馬連票数 計 642505 的中 �� 4723（41番人気）
馬単票数 計 302294 的中 �� 1331（69番人気）
ワイド票数 計 355859 的中 �� 2862（42番人気）�� 10860（5番人気）�� 4214（23番人気）
3連複票数 計1023077 的中 ��� 4500（56番人気）
3連単票数 計1283921 的中 ��� 776（419番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．5―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．6―43．3

上り4F43．4－3F33．3
勝馬の
紹 介

キーナンバー �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．10．31 京都8着

2013．5．8生 牡3栗 母 キーポケット 母母 ターフメビュース 5戦1勝 賞金 12，950，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ユッセ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
フルオブスターズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
グリマープリンセス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

〔調教再審査〕 グリマープリンセス号は，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。
（非当選馬） 1頭 ガイアトウショウ号



14059 5月14日 晴 良 （28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；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
1：09．2
1：08．7

重
重

713 キタサンサジン 牡4栗 57 丸山 元気�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526＋101：11．9 2．5�
46 ア レ ッ ト �5青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 61：12．11	 4．4�
59 キングソング 牡6鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 446＋ 6 〃 ハナ 44．1�
712
 トキノセレブ 牝5鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 480－ 6 〃 クビ 12．9�
610 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 440－ 21：12．2� 38．5�
35 ディープミタカ 牡5栗 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：12．3クビ 36．3	
34 ラフィネシチー 牝5青鹿55 石橋 脩 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 462－121：12．51� 6．0�
815 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 黛 弘人森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 420± 01：12．6クビ 60．5�
11 ラピダメンテ �5栗 57 勝浦 正樹 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 2 〃 クビ 26．5
23 エストゥペンド 牡5鹿 57 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 502＋ 21：12．7クビ 10．6�
22 
 サクラテイオー 牡7青鹿57 島 良太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 486－ 21：12．8� 178．3�
814 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 508－ 41：13．33 12．6�
47 ディアゴッホ �5栗 57 丹内 祐次ディアレストクラブ
 高橋 裕 浦河 市正牧場 508－22 〃 ハナ 99．0�
58 マンドレイク 牡6黒鹿57 伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 492－ 61：13．94 44．8�
611 オリエンタルダンス 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：15．28 18．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，744，900円 複勝： 45，162，200円 枠連： 27，914，500円
馬連： 118，463，200円 馬単： 51，803，000円 ワイド： 53，989，900円
3連複： 172，177，100円 3連単： 234，821，700円 計： 735，076，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 870円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，790円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 20，680円

票 数

単勝票数 計 307449 的中 � 95234（1番人気）
複勝票数 計 451622 的中 � 116443（1番人気）� 74198（2番人気）� 8424（12番人気）
枠連票数 計 279145 的中 （4－7） 38874（1番人気）
馬連票数 計1184632 的中 �� 170997（1番人気）
馬単票数 計 518030 的中 �� 40618（1番人気）
ワイド票数 計 539899 的中 �� 53579（1番人気）�� 7120（19番人気）�� 4802（31番人気）
3連複票数 計1721771 的中 ��� 20633（21番人気）
3連単票数 計2348217 的中 ��� 8230（54番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．0―12．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．0―47．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡4栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 13戦3勝 賞金 57，561，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ツーエムカイザー号・メイショウカイモン号
（非抽選馬） 9頭 ジョディーズロマン号・スズカアーサー号・スズカプリオール号・テイエムシャンパン号・ドリームカイザー号・

トーセンミッション号・リバーソウル号・レディー号・ロトラトゥール号

14060 5月14日 晴 良 （28新潟1）第5日 第12競走 ��2，000�
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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

510 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－ 82：00．1 9．9�
612 ヴェルジョワーズ 牝5鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 22：00．41� 16．0�
47 ウインティアラ 牝4鹿 55 丸山 元気�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 62：00．61� 44．2�
48 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 42：00．7� 5．7�
35 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 468－ 4 〃 アタマ 16．1	
815 プリメラアスール 牝4黒鹿55 菱田 裕二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 492＋ 22：00．8クビ 3．7

23 � ダブルフラワー 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 484± 0 〃 クビ 55．9�
12 ノーブルソニック 牝4黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：01．01 4．4�
714 サンレイフローラ 牝6鹿 55 加藤 祥太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 458＋ 52：01．1� 116．9
36 � キャンディキー 牝5青鹿55 大庭 和弥北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 440－14 〃 ハナ 54．1�
24 � ヒメキヨヒダカ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 444－ 2 〃 クビ 53．9�
59 キュリオスティー 牝5鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：01．31	 6．6�
611� ウィステリアメジロ 牝5黒鹿55 藤田菜七子水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞
湖 レイクヴィラファーム 476± 02：01．51 45．7�
11 エヴァンジル 牝4黒鹿55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 466＋102：01．6� 18．8�
713 テイエムフタエマル 牝4鹿 55 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 454－142：01．81	 24．1�
816� ポップスキャット 牝4黒鹿55 黛 弘人今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 426＋ 82：02．12 130．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，519，400円 複勝： 41，245，600円 枠連： 21，217，000円
馬連： 71，181，800円 馬単： 30，833，400円 ワイド： 38，844，100円
3連複： 98，411，000円 3連単： 130，869，200円 計： 460，121，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 440円 � 1，060円 枠 連（5－6） 2，300円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 5，250円 �� 7，640円

3 連 複 ��� 66，430円 3 連 単 ��� 326，040円

票 数

単勝票数 計 275194 的中 � 22056（5番人気）
複勝票数 計 412456 的中 � 34122（5番人気）� 25283（6番人気）� 9312（11番人気）
枠連票数 計 212170 的中 （5－6） 7123（8番人気）
馬連票数 計 711818 的中 �� 9501（22番人気）
馬単票数 計 308334 的中 �� 2535（36番人気）
ワイド票数 計 388441 的中 �� 5857（21番人気）�� 1894（52番人気）�� 1295（63番人気）
3連複票数 計 984110 的中 ��� 1111（185番人気）
3連単票数 計1308692 的中 ��� 291（902番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．3―12．6―12．5―12．4―11．9―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．3―48．6―1：01．2―1：13．7―1：26．1―1：38．0―1：48．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーユニバンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．3．11生 牝4黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 9戦2勝 賞金 18，636，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 キャンディキー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 キャンディキー号は，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 カリテスグレース号



（28新潟1）第5日 5月14日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

178，990，000円
1，270，000円
6，380，000円
1，540，000円
17，880，000円
67，629，500円
6，089，200円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
218，031，400円
312，320，400円
152，551，700円
498，752，500円
251，841，400円
291，153，200円
735，194，000円
973，863，500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 3，433，708，100円

総入場人員 9，192名 （有料入場人員 7，734名）
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