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14073 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7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

59 シゲルサンマ 牡3黒鹿 56
53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 534－ 41：13．2 7．4�

815 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± 01：13．3� 3．6�
814 サンライズムーヴ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 460－ 61：13．61� 13．6�
713 テ ン キ セ キ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B470± 01：13．81� 21．2�
46 ユーキホープ 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 494± 01：13．9� 2．1�
23 ブラックゼウス 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 472－ 2 〃 ハナ 28．6	
22 シアワセデス 牝3鹿 54 石橋 脩窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋ 21：14．21� 11．3

58 セイントシャイニー 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 480－ 6 〃 クビ 32．9�
611 スリーミュージアム 牡3鹿 56 菱田 裕二永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 414－ 61：14．3クビ 21．9
712 ナリタマカニ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 460＋ 21：14．51� 82．9�
35 アロースコルトン 牡3鹿 56 嶋田 純次吉田 好雄氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 450－ 61：14．6クビ 171．6�
47 シゲルハマチ 牡3栗 56 西田雄一郎森中 蕃氏 松永 康利 浦河 宮内牧場 472－ 61：15．34 220．8�
11 チ ャ ロ レ イ 牝3鹿 54 丹内 祐次髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 488－ 21：15．62 62．1�
34 チ ェ ダ ー �3栗 56 伊藤 工真四本 昭弘氏 金成 貴史 新ひだか タイヘイ牧場 484＋161：16．02� 76．1�
610 プリンセスカグヤ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 安藤牧場 468－ 41：16．63� 121．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，413，900円 複勝： 23，064，100円 枠連： 8，081，000円
馬連： 25，853，000円 馬単： 15，076，800円 ワイド： 18，623，000円
3連複： 41，077，500円 3連単： 52，138，500円 計： 197，327，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 140円 � 350円 枠 連（5－8） 1，000円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，400円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 28，940円

票 数

単勝票数 計 134139 的中 � 14385（3番人気）
複勝票数 計 230641 的中 � 27001（3番人気）� 52776（2番人気）� 13395（5番人気）
枠連票数 計 80810 的中 （5－8） 6258（4番人気）
馬連票数 計 258530 的中 �� 18402（4番人気）
馬単票数 計 150768 的中 �� 4454（10番人気）
ワイド票数 計 186230 的中 �� 11189（4番人気）�� 3249（15番人気）�� 5251（9番人気）
3連複票数 計 410775 的中 ��� 6361（15番人気）
3連単票数 計 521385 的中 ��� 1306（86番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．6―11．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．7―48．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルサンマ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2015．7．12 中京7着

2013．3．19生 牡3黒鹿 母 シゲルバツグン 母母 シゲルスイート 13戦1勝 賞金 7，800，000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 カシマホープスター号・ゴールドシャフト号

14074 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

815 ヒメタチバナ 牝3黒鹿54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 462＋ 22：01．8 9．2�
11 クイックモーション 牝3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450± 02：02．22� 1．7�
714 アポロオスカー 牝3鹿 54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 438＋ 42：02．41� 12．5�
48 トウカイバレーノ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 456－ 4 〃 クビ 8．0�
816 タマモグラツィエ 牝3栗 54 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 458＋ 42：02．5� 25．1	
612 メディアルナ 牝3栃栗54 丸田 恭介 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 66．3

59 コスモピクシス 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 62：02．71� 28．7�
24 ソムリエドヌール 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 434± 02：02．8� 6．9�
35 カハラブライド 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤正二郎氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 2 〃 アタマ 24．5
713 シンボリダルク 牝3青鹿 54

52 △義 英真シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 454± 0 〃 クビ 39．6�
510 マーベリック 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 446＋122：03．22� 94．5�
23 トーホウカンナ 牝3黒鹿54 丸山 元気東豊物産� 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 420＋ 42：03．83� 282．4�
47 デ ネ ブ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 巧也山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 木村 秀則 512± 02：04．43� 251．2�
611 ナンヨーリノ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿中村 德也氏 松田 国英 浦河 福岡 光夫 B446－ 22：05．03� 105．5�
36 エイシンシラユキ 牝3芦 54 川須 栄彦�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 444－ 22：05．53 35．8�
12 タワーブリッジ 牝3鹿 54 熊沢 重文�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 486 ―2：05．92� 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，783，900円 複勝： 35，913，800円 枠連： 8，072，300円
馬連： 27，226，400円 馬単： 17，390，500円 ワイド： 20，571，700円
3連複： 40，914，800円 3連単： 54，830，600円 計： 223，704，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 190円 � 110円 � 220円 枠 連（1－8） 510円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 360円 �� 650円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 13，690円

票 数

単勝票数 計 187839 的中 � 16201（4番人気）
複勝票数 計 359138 的中 � 30768（4番人気）� 171156（1番人気）� 23946（5番人気）
枠連票数 計 80723 的中 （1－8） 12204（1番人気）
馬連票数 計 272264 的中 �� 26110（2番人気）
馬単票数 計 173905 的中 �� 5256（7番人気）
ワイド票数 計 205717 的中 �� 15395（2番人気）�� 7593（5番人気）�� 13671（4番人気）
3連複票数 計 409148 的中 ��� 15661（5番人気）
3連単票数 計 548306 的中 ��� 2903（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．2―49．2―1：02．0―1：14．0―1：26．3―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒメタチバナ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．10．3 中山9着

2013．4．3生 牝3黒鹿 母 ルージュマジック 母母 シジェームサン 9戦1勝 賞金 9，550，000円

第１回 新潟競馬 第７日



14075 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 メイショウヨイチ 牡3鹿 56
54 △長岡 禎仁松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 478± 01：54．5 25．5�

47 イ フ リ ー ト 牡3栗 56
54 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－161：55．45 2．5�
22 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 446＋ 61：55．5� 5．7�
814 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 502－ 41：55．6クビ 3．3�
35 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 440＋ 61：55．91� 28．6�
815 メイショウガーデン 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 524－ 6 〃 アタマ 6．1	
713 スズカウエーブ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 468＋ 41：56．11� 178．8

59 ジャンボスピリット 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 448－ 61：56．2� 38．3�
58 ブリーズリー 牡3鹿 56 水口 優也中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 472－ 41：56．51� 53．4�
34 ニシノユメオウ 牡3鹿 56 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 432－ 41：57．24 354．0
611 サンストックトン 牡3鹿 56 平野 優加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 496＋ 81：57．3� 555．4�
11 シ ャ イ ロ ー 牡3芦 56

54 △義 英真会田 満雄氏 高橋 義忠 新ひだか 土田農場 B480＋ 21：57．4� 248．8�
46 サトノアクセル 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 508＋ 81：57．61� 203．6�
712 ティーパフォーマー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 438＋101：57．7� 17．7�
610 ロケットバイオ 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 518＋ 21：58．23 26．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，080，700円 複勝： 23，594，600円 枠連： 9，889，900円
馬連： 28，350，500円 馬単： 16，203，400円 ワイド： 19，327，800円
3連複： 40，059，000円 3連単： 53，674，800円 計： 208，180，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 370円 � 120円 � 170円 枠 連（2－4） 830円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 8，980円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，260円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 41，170円

票 数

単勝票数 計 170807 的中 � 5342（6番人気）
複勝票数 計 235946 的中 � 11344（5番人気）� 66467（1番人気）� 34337（3番人気）
枠連票数 計 98899 的中 （2－4） 9159（3番人気）
馬連票数 計 283505 的中 �� 9326（8番人気）
馬単票数 計 162034 的中 �� 1352（25番人気）
ワイド票数 計 193278 的中 �� 5886（8番人気）�� 3694（12番人気）�� 13487（5番人気）
3連複票数 計 400590 的中 ��� 6198（15番人気）
3連単票数 計 536748 的中 ��� 945（126番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―13．5―12．9―12．5―13．3―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．0―49．5―1：02．4―1：14．9―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウヨイチ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 Alydeed デビュー 2015．7．5 中京9着

2013．3．29生 牡3鹿 母 マキバノオトメ 母母 ソ ネ ッ ト 15戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走状況〕 シゲルシマカツオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ウインウェルス号
（非抽選馬） 2頭 コウエイドルバコ号・サムライダマシー号

14076 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第4競走 2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

69 � ケンブリッジアーサ 牡6鹿 60 江田 勇亮中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 464－ 63：10．1 18．9�

45 タカノハーバー 牡6青鹿60 西谷 誠山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 476－10 〃 クビ 7．8�
711� グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 43：10．73� 56．0�
46 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 486± 03：10．8クビ 10．1�
34 ルートヴィヒコード 牡4鹿 59 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 43：10．9� 7．3�
11 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 植野 貴也 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 450－ 43：11．11� 20．2	
814 ザ ラ ス ト ロ 牡6鹿 60 高田 潤髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482＋ 23：11．2� 3．2

813 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 490－ 2 〃 クビ 3．7�
610� エクセレントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 43：12．26 56．1�
22 タイキフロンティア 牡4黒鹿59 金子 光希大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468± 0 〃 ハナ 30．7�
57 ロレーヌクロス 牡6鹿 60 山本 康志 シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 83：12．3� 61．5�
33 � ポンデザムール �6黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 512＋ 23：12．51 23．7�
58 シゲルオウシザ 牡6栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 514－ 63：13．13� 13．5�
712 ツジスーパーサクラ 牝4芦 57 浜野谷憲尚辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462－ 23：17．0大差 67．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，831，000円 複勝： 18，530，600円 枠連： 10，301，000円
馬連： 23，522，500円 馬単： 13，754，300円 ワイド： 15，716，000円
3連複： 38，053，800円 3連単： 49，656，200円 計： 182，365，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 490円 � 380円 � 1，530円 枠 連（4－6） 3，390円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 17，570円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 6，740円 �� 7，940円

3 連 複 ��� 109，350円 3 連 単 ��� 423，530円

票 数

単勝票数 計 128310 的中 � 5405（7番人気）
複勝票数 計 185306 的中 � 10179（8番人気）� 13737（5番人気）� 2909（12番人気）
枠連票数 計 103010 的中 （4－6） 2350（15番人気）
馬連票数 計 235225 的中 �� 2225（30番人気）
馬単票数 計 137543 的中 �� 587（68番人気）
ワイド票数 計 157160 的中 �� 1612（34番人気）�� 598（64番人気）�� 507（66番人気）
3連複票数 計 380538 的中 ��� 261（226番人気）
3連単票数 計 496562 的中 ��� 85（1113番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 52．2－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

�ケンブリッジアーサ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アジュディケーティング

2010．4．5生 牡6鹿 母 ケンブリッジジャズ 母母 バイオレントムーヴ 障害：6戦1勝 賞金 12，400，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 メイショウメイザン号・ワンパクチョウサン号



14077 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時10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
2：11．0
2：09．9

良
良

23 トモジャハリーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 454＋ 62：14．5 11．7�
713 ディスグラース 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 75．4�
35 プライムセラー 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 502－ 8 〃 ハナ 3．2�
612 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± 02：14．7� 4．7�
815 キャノンストリート 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 458－ 42：14．91� 23．2�
47 グローサーザール 牡3栗 56 菱田 裕二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 530－ 62：15．0� 12．6	
11 ジェムクオリティ 牡3鹿 56 西田雄一郎 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 47．7

611 ユービリーヴミー 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 B462± 02：15．21 162．6�
714 アスターサムソン 	3鹿 56 北村 友一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 アタマ 6．9�
510 シゲルババチャン 牝3鹿 54 吉田 隼人森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 456－ 42：15．3� 267．4
12 ア オ テ ン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 482－102：15．72� 20．1�

48 ミュートエアー 牡3黒鹿 56
53 ▲原田 和真岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 448± 02：15．91 3．9�

59 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B498－ 42：16．11 75．8�

816 コークスクリュー 牡3鹿 56 中谷 雄太�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋162：16．63 130．0�

24 バンダムザミステリ 牡3鹿 56
54 △伴 啓太山科 統氏 尾形 和幸 新ひだか 藤巻 則弘 492－122：16．7クビ 195．7�

36 ピーチプリンセス 牝3栗 54
52 △井上 敏樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 438－ 22：16．8� 99．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，345，600円 複勝： 25，005，100円 枠連： 8，909，500円
馬連： 27，921，800円 馬単： 15，558，600円 ワイド： 18，758，800円
3連複： 39，209，200円 3連単： 50，483，300円 計： 201，191，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 430円 � 1，450円 � 190円 枠 連（2－7） 4，460円

馬 連 �� 44，700円 馬 単 �� 67，450円

ワ イ ド �� 8，550円 �� 940円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 42，000円 3 連 単 ��� 381，250円

票 数

単勝票数 計 153456 的中 � 10449（5番人気）
複勝票数 計 250051 的中 � 14372（5番人気）� 3677（9番人気）� 43027（3番人気）
枠連票数 計 89095 的中 （2－7） 1546（18番人気）
馬連票数 計 279218 的中 �� 484（60番人気）
馬単票数 計 155586 的中 �� 173（106番人気）
ワイド票数 計 187588 的中 �� 550（52番人気）�� 5356（8番人気）�� 1217（29番人気）
3連複票数 計 392092 的中 ��� 700（92番人気）
3連単票数 計 504833 的中 ��� 96（682番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―13．0―12．5―12．6―12．2―12．3―12．2―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．5―35．1―48．1―1：00．6―1：13．2―1：25．4―1：37．7―1：49．9―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
16（5，8）（3，13）（1，4，15）（2，14）（11，9）12，6（10，7）
16（5，8）（3，13）（1，15）14（11，4，2）12，9（6，7）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャハリーフ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．11．1 福島5着

2013．5．12生 牡3黒鹿 母 トップジョリー 母母 アスターレディー 7戦1勝 賞金 7，700，000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 セシルクラウン号

14078 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走12時40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

510 トモジャボーン 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B520＋ 2 55．7 7．5�
47 ジェルミナーレ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 438＋ 2 〃 クビ 9．7�
36 ア ジ ロ 牝3栗 54 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 450＋ 4 56．33� 5．1�
59 オレンジガール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 424＋10 56．4クビ 93．7�
714 クリスタルガーデン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 450－ 2 〃 ハナ 34．7�
23 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 418－ 2 56．5� 21．6	
48 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 410－ 6 56．6� 6．7

713 ファインキャプテン 牡3栗 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 56．7	 3．2�
816 アポロノホウリン 牡3鹿 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 476＋ 4 56．9	 7．6�
35 アッフェルリズム 牝3黒鹿54 中谷 雄太山科 統氏 西村 真幸 浦河 バンダム牧場 416－ 4 57．11� 42．2
11 キョウビジン 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 宮城 早坂牧場 454＋ 1 57．42 442．0�
815 ブラウンヴィーヴォ 牡3鹿 56 勝浦 正樹キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 金石牧場 478 ― 〃 クビ 19．7�
12 マチャプチャレ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 駿河牧場 432－ 6 57．5	 18．0�
612 ディープコレット 牡3黒鹿56 横山 和生深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 6 58．45 162．4�
24 マジックポケット 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太ライオンレースホース� 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 432＋ 2 58．61
 352．1�
611 ナ ム ラ ナ ウ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太奈村 睦弘氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 410＋10 59．87 164．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，622，400円 複勝： 24，282，000円 枠連： 10，675，800円
馬連： 32，389，700円 馬単： 17，776，400円 ワイド： 21，933，300円
3連複： 50，649，100円 3連単： 64，714，800円 計： 241，043，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 250円 � 230円 枠 連（4－5） 1，950円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 920円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 29，430円

票 数

単勝票数 計 186224 的中 � 19713（4番人気）
複勝票数 計 242820 的中 � 25262（4番人気）� 24880（5番人気）� 28293（3番人気）
枠連票数 計 106758 的中 （4－5） 4230（8番人気）
馬連票数 計 323897 的中 �� 6636（16番人気）
馬単票数 計 177764 的中 �� 1925（30番人気）
ワイド票数 計 219333 的中 �� 3615（20番人気）�� 6203（9番人気）�� 5048（11番人気）
3連複票数 計 506491 的中 ��� 4786（26番人気）
3連単票数 計 647148 的中 ��� 1594（74番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―10．6―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．4―33．0―43．7

上り4F43．5－3F33．3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャボーン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．8．1 新潟15着

2013．4．26生 牡3青鹿 母 ア ジ ェ ン ダ 母母 ラストアウィン 8戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラナウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月21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） 2頭 タケデンローズ号・テーオーフェミニン号
（非抽選馬） 2頭 デルマタスケ号・ヒマラヤキンラン号



14079 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 � レーヌドオリエント 牝4鹿 55 勝浦 正樹�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－331：52．8 4．5�

814 マカワオクイーン 牝4栗 55 柴山 雄一金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 478－ 21：53．65 8．4�

11 クライミングローズ 牝4青鹿55 石橋 脩前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B426＋ 61：53．81� 2．0�

35 コウセイマユヒメ 牝5鹿 55
52 ▲木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 61：53．9クビ 28．2�

47 ジーガールージュ 牝4栗 55
53 △長岡 禎仁�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 502＋ 6 〃 クビ 14．7	

23 バラブシュカ 牝4栗 55 藤懸 貴志大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 510－ 81：54．11� 57．5

815 ガラドリエル 牝4栗 55 吉田 隼人�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 488－121：54．3	 16．1�
46 グリシーヌシチー 牝4鹿 55 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 466＋101：54．4	 38．5�
713 サブトゥエンティ 牝4栗 55

54 ☆
島 克駿吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438－ 61：54．5	 18．8
34 � ジューンヴィエナ 牝5鹿 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 428－ 61：54．81	 62．2�
611 エクストラペトル 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 8 〃 クビ 13．8�
712� サンレイフレンチ 牝5栗 55 
島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418－ 21：54．9� 69．1�
610� カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438－ 31：55．11� 40．8�
59 ハギノセゾン 牝5青鹿55 中谷 雄太安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 470＋101：55．73� 34．2�
22 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 川須 栄彦大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：56．55 86．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，157，500円 複勝： 22，356，100円 枠連： 10，436，000円
馬連： 27，398，800円 馬単： 15，572，900円 ワイド： 20，763，600円
3連複： 40，035，400円 3連単： 50，980，400円 計： 205，700，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 180円 � 130円 枠 連（5－8） 1，150円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 870円 �� 400円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 15，360円

票 数

単勝票数 計 181575 的中 � 31763（2番人気）
複勝票数 計 223561 的中 � 24517（3番人気）� 29265（2番人気）� 55812（1番人気）
枠連票数 計 104360 的中 （5－8） 7000（3番人気）
馬連票数 計 273988 的中 �� 8620（5番人気）
馬単票数 計 155729 的中 �� 3024（10番人気）
ワイド票数 計 207636 的中 �� 5635（5番人気）�� 13841（3番人気）�� 14170（2番人気）
3連複票数 計 400354 的中 ��� 12382（1番人気）
3連単票数 計 509804 的中 ��� 2405（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．2―49．0―1：01．4―1：13．9―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レーヌドオリエント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク

2012．1．18生 牝4鹿 母 アルスノヴァ 母母 オリエンタルアート 6戦1勝 賞金 10，390，000円
初出走 JRA ［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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ソムニアシチー号・ノーブルガイア号

14080 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

712 マ ー シ レ ス 牡5栗 57
56 ☆中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 466＋ 21：11．8 2．9�

11 コ ン テ ナ 牡4鹿 57
56 ☆岩崎 翼住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 596＋ 6 〃 クビ 2．9�

713 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496－ 81：11．9クビ 10．4�
34 サーティグランド 牡4鹿 57

55 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 498± 01：12．64 8．8�
58 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± 01：12．7� 8．9�
59 クラウドチェンバー �7鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 21．0	
814 スズカオーショウ 牡5栗 57

55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B508－ 41：12．91� 18．7

23 リュウツバメ 牝6鹿 55 丸田 恭介田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544＋12 〃 アタマ 259．2�
47 ソアリングホーク 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494＋ 4 〃 アタマ 31．9�
46 グランアラミス �4栗 57

55 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 496＋ 61：13．0	 126．9
610 ミスズモンブラン 牡5栗 57 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 490＋ 21：13．31	 136．9�
35 
 シゲルユカタマツリ 牡4芦 57 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 中橋 清 498＋ 4 〃 クビ 103．2�
611 マルイチウラノス 牡4栗 57 中谷 雄太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 496＋ 21：13．62 141．8�
815
 レースノワエ 牡4鹿 57 津村 明秀 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 482－111：14．02	 226．2�
22 ディーエスフェイム 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488－ 41：14．1	 12．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，621，100円 複勝： 28，173，800円 枠連： 10，825，300円
馬連： 36，034，200円 馬単： 18，086，600円 ワイド： 23，183，100円
3連複： 50，224，400円 3連単： 62，385，700円 計： 251，534，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 240円 �� 530円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 226211 的中 � 60770（2番人気）
複勝票数 計 281738 的中 � 59125（1番人気）� 51462（2番人気）� 29004（4番人気）
枠連票数 計 108253 的中 （1－7） 18390（1番人気）
馬連票数 計 360342 的中 �� 55284（1番人気）
馬単票数 計 180866 的中 �� 13184（2番人気）
ワイド票数 計 231831 的中 �� 28384（1番人気）�� 10490（3番人気）�� 8294（7番人気）
3連複票数 計 502244 的中 ��� 19908（4番人気）
3連単票数 計 623857 的中 ��� 6086（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．4―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ー シ レ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．5．16生 牡5栗 母 スイートリトリート 母母 Aptostar 15戦3勝 賞金 29，000，000円
〔制裁〕 コンテナ号の騎手岩崎翼は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成28年5月28日から平成28年5月29日まで騎乗

停止。（被害馬：2番）
※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 ゴールドエッグ号・ドリームマークス号・ノボリクリーン号



14081 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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

59 � ザンブローネ 牡5栗 57 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves
Revocable Trust B558－ 41：53．0 3．2�

47 � サリレモンド 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

520＋ 6 〃 クビ 6．7�
610 キングカヌヌ 牡4芦 57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B496± 01：53．2	 3．2�
611 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 B486－ 21：53．41
 40．2�
23 � パラティーノ 牡7黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 530± 01：53．61
 27．0	
815 ア サ マ 牡4黒鹿 57

55 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 486± 01：53．91	 25．4

58 サトノイクシード 牡6鹿 57 津村 明秀里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 6 〃 アタマ 16．4�
22 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450＋ 41：54．0� 19．0�
713� 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 476－ 2 〃 ハナ 51．0
34 コーラルタワー 牡6黒鹿 57

55 △長岡 禎仁田和 廣通氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 448± 01：54．1� 17．2�
35 タイムアラウド 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 41：54．41	 71．3�

11 アビエイター 牡5栗 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 広田牧場 B530＋121：55．03� 44．6�

46 フィールドリアン 牡4黒鹿 57
56 ☆島 克駿地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 468－ 21：55．1� 12．6�

814 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 478－ 21：55．3	 13．5�

712� コ ン コ ー ド 牡4鹿 57
55 △加藤 祥太林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 524± 01：56．89 103．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，541，200円 複勝： 29，377，700円 枠連： 12，600，700円
馬連： 38，386，700円 馬単： 20，354，900円 ワイド： 26，051，000円
3連複： 56，044，500円 3連単： 75，285，100円 計： 277，641，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 130円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 390円 �� 290円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 195412 的中 � 47561（2番人気）
複勝票数 計 293777 的中 � 54231（2番人気）� 36179（3番人気）� 63855（1番人気）
枠連票数 計 126007 的中 （4－5） 15833（2番人気）
馬連票数 計 383867 的中 �� 24937（2番人気）
馬単票数 計 203549 的中 �� 7572（3番人気）
ワイド票数 計 260510 的中 �� 16484（2番人気）�� 24713（1番人気）�� 14333（3番人気）
3連複票数 計 560445 的中 ��� 27098（1番人気）
3連単票数 計 752851 的中 ��� 7363（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．5―12．7―12．6―13．0―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．0―48．5―1：01．2―1：13．8―1：26．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ザンブローネ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Rahy デビュー 2014．6．28 東京5着

2011．2．22生 牡5栗 母 Tejida 母母 Batique 11戦3勝 賞金 25，560，000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 メイショウトリトン号

14082 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第10競走 ��
��1，800�

さ な え

早 苗 賞
発走14時50分 （芝・左・外）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 アップクォーク 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 502＋181：47．7 1．8�
78 カルヴァリオ �3鹿 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：47．8� 5．8�
11 スクエアフォールド �3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B460＋ 2 〃 ハナ 12．0�
55 トウショウジャイロ 牡3黒鹿56 菱田 裕二トウショウ産業� 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－ 4 〃 アタマ 11．0�
77 ダノンプレシャス 牡3青鹿56 北村 友一�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456－ 61：48．11	 5．8	
89 クリノサンスーシ 牝3鹿 54 義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 424＋ 21：48．31� 73．6

66 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 56 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 458－ 21：48．72� 7．1�
44 ダンツエイコウ 牡3鹿 56 
島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 478－ 4 〃 ハナ 62．5�
810 ガーネットバローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 448＋ 21：48．8	 114．8
33 シ ベ リ ウ ス 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B444－ 21：49．11	 150．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，618，300円 複勝： 35，219，000円 枠連： 11，388，800円
馬連： 43，202，800円 馬単： 28，718，300円 ワイド： 24，885，000円
3連複： 54，935，700円 3連単： 117，796，900円 計： 344，764，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 286183 的中 � 125751（1番人気）
複勝票数 計 352190 的中 � 143987（1番人気）� 50756（2番人気）� 30106（5番人気）
枠連票数 計 113888 的中 （2－7） 35633（1番人気）
馬連票数 計 432028 的中 �� 68858（1番人気）
馬単票数 計 287183 的中 �� 30584（1番人気）
ワイド票数 計 248850 的中 �� 29998（1番人気）�� 21380（4番人気）�� 8483（9番人気）
3連複票数 計 549357 的中 ��� 30089（5番人気）
3連単票数 計1177969 的中 ��� 24868（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―12．7―12．7―12．3―11．7―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．0―48．7―1：01．4―1：13．7―1：25．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップクォーク �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．29 東京4着

2013．5．3生 牡3黒鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 4戦2勝 賞金 17，238，000円
〔制裁〕 スクエアフォールド号の騎手丸田恭介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番・8

番）



14083 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第11競走 ��
��1，200�

だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走15時25分 （芝・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

815 アレスバローズ 牡4黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：09．0 3．3�
47 ツクバジャパン 牡5芦 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 516－ 81：09．32 32．7�
816� アペルトゥーラ 牡5栗 57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 496－ 61：09．51	 4．0�
23 アースプレイ 牝5青鹿55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454＋101：09．6クビ 18．6�
48 レヴァンタール 
7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 446－10 〃 ハナ 204．3�
24 ブラウンカイ 牡5鹿 57 石橋 脩キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 466－ 2 〃 クビ 9．6	
11 ウォーターラボ 牝4青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 41：09．7	 4．8

510 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 420± 0 〃 ハナ 28．2�
714� スズカアーサー 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 496＋ 21：09．8クビ 51．1�
611 テーオーソルジャー 牡5栗 57 �島 克駿小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470± 0 〃 クビ 10．8
59 アグネスキズナ 
6栗 57 �島 良太渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502± 0 〃 ハナ 170．3�
35 クリノスイートピー 牝4黒鹿55 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 440＋ 6 〃 クビ 149．1�
612 ジェットコルサ 牡4青 57 丹内 祐次尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 474－ 61：09．9クビ 43．9�
36 ダンシングワンダー 牝4栗 55 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 ハナ 23．9�
713 アースエンジェル 牝4青鹿55 村田 一誠 �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 438－ 2 〃 クビ 21．7�
12 � ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿55 加藤 祥太幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 426＋ 41：10．0	 29．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，765，400円 複勝： 48，619，000円 枠連： 36，933，200円
馬連： 117，735，100円 馬単： 49，195，000円 ワイド： 54，279，500円
3連複： 155，583，000円 3連単： 216，492，500円 計： 712，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 680円 � 160円 枠 連（4－8） 2，400円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 320円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 25，120円

票 数

単勝票数 計 337654 的中 � 81274（1番人気）
複勝票数 計 486190 的中 � 100696（1番人気）� 12564（12番人気）� 87842（2番人気）
枠連票数 計 369332 的中 （4－8） 11878（8番人気）
馬連票数 計1177351 的中 �� 21153（16番人気）
馬単票数 計 491950 的中 �� 5536（21番人気）
ワイド票数 計 542795 的中 �� 10446（13番人気）�� 50086（1番人気）�� 9129（15番人気）
3連複票数 計1555830 的中 ��� 29056（8番人気）
3連単票数 計2164925 的中 ��� 6246（55番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―46．3―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 7，15（6，10，16）（11，13）（4，5）8（1，3）9，2（14，12） 4 ・（7，15）（10，16）（6，11）（4，5，8，13）－（1，3，9）－（2，12）14

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡4黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 10戦3勝 賞金 36，313，000円

14084 5月21日 晴 良 （28新潟1）第7日 第12競走 ��
��1，600�

さんじょう

三 条 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

12 チャンピオンルパン 牡5鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 482＋ 21：33．4 5．2�
510 バ リ ス 牡5栗 57 柴山 雄一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 492＋161：33．5� 50．5�
47 ペガサスボス 牡4黒鹿57 菱田 裕二�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516－ 21：33．6クビ 7．0�
35 クワトロガッツ 牡5黒鹿57 川須 栄彦ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋ 21：33．7	 2．5�
611 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 508－ 4 〃 クビ 14．0	
714 トーホウハニー 牝4鹿 55 津村 明秀東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 436＋ 21：33．8� 7．9

816 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 490－ 41：33．9� 11．8�
612 ステイブレイズ 牝5鹿 55 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 476＋ 81：34．21� 206．9�
815 ハッピームーン 牡4黒鹿57 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 446± 0 〃 ハナ 37．9
23 � ダノンロンシャン 牡5芦 57 �島 克駿�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム B478－ 2 〃 ハナ 157．5�
48 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 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 456－ 61：34．3クビ 14．6�
713 クィーンチャーム 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 426± 01：34．72	 30．3�
11 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 81：34．8	 89．7�
59 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 岩崎 翼田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 4 〃 ハナ 111．1�
36 トーホウスプライト 牝5鹿 55 吉田 隼人東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋141：35．22	 15．5�
24 ブリッツカイザー 
5栗 57 中井 裕二岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：35．51� 334．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，112，800円 複勝： 50，536，500円 枠連： 19，020，000円
馬連： 75，305，800円 馬単： 34，841，800円 ワイド： 43，567，500円
3連複： 102，024，400円 3連単： 146，549，300円 計： 504，958，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 1，130円 � 270円 枠 連（1－5） 7，890円

馬 連 �� 16，410円 馬 単 �� 25，270円

ワ イ ド �� 4，950円 �� 990円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 37，470円 3 連 単 ��� 221，810円

票 数

単勝票数 計 331128 的中 � 50919（2番人気）
複勝票数 計 505365 的中 � 76058（2番人気）� 9317（11番人気）� 50023（4番人気）
枠連票数 計 190200 的中 （1－5） 1867（23番人気）
馬連票数 計 753058 的中 �� 3555（45番人気）
馬単票数 計 348418 的中 �� 1034（73番人気）
ワイド票数 計 435675 的中 �� 2220（45番人気）�� 11751（8番人気）�� 2155（46番人気）
3連複票数 計1020244 的中 ��� 2042（108番人気）
3連単票数 計1465493 的中 ��� 479（619番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―12．0―11．8―11．8―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．4―47．4―59．2―1：11．0―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャンピオンルパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．5．24 東京3着

2011．5．17生 牡5鹿 母 マイマスタートップ 母母 チェリーコウマン 7戦3勝 賞金 28，398，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノツーイーソー号・ワラッチャオ号
（非抽選馬） 2頭 アートフェスタ号・トーセンカナロア号



（28新潟1）第7日 5月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

163，740，000円
7，600，000円
1，520，000円
16，440，000円
68，005，500円
5，442，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
251，893，800円
364，672，300円
157，133，500円
503，327，300円
262，529，500円
307，660，300円
708，810，800円
994，988，100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 3，551，015，600円

総入場人員 8，952名 （有料入場人員 7，658名）
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