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14061 5月17日 晴 重 （27新潟1）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 ピアレスピンク 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 488＋ 21：54．1 3．7�

23 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 448－ 2 〃 クビ 5．5�
815 ガールズルール 牝3栗 54 田中 健 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 81：54．52� 5．7�
713 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446－ 61：55．03 11．5	
11 シゲルオカメマツリ 牝3黒鹿54 松田 大作森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 532＋ 41：55．1� 27．9

34 スノーグース 牝3芦 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442－ 41：55．52� 9．0�
47 メイショウミソラ 牝3栗 54 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 450± 0 〃 ハナ 8．8�
46 ラブエンジェル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 M・
Kenichiホールディング� 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 474－ 61：55．6� 39．0

712 スターフィッシュ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真�下河辺牧場 松山 将樹 日高 下河辺牧場 B430－ 81：56．98 111．9�

58 ジェルヴェーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 530＋ 81：57．0� 5．9�
59 ヴィクトリーアスカ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 前川 正美 450－ 21：57．1� 57．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 キクノラッキー 牝3黒鹿54 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 444－ 81：57．52� 102．0�
814 クラレンスハウス 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 434＋ 21：58．77 36．1�
611 イーハトーボ 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 市川フアーム 440± 01：58．8� 51．6�
22 リ ッ フ ェ ル 牝3鹿 54 丹内 祐次�下河辺牧場 大江原 哲 日高 下河辺牧場 444 ―2：00．18 150．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，034，200円 複勝： 17，982，800円 枠連： 7，178，900円
馬連： 27，343，600円 馬単： 16，259，500円 ワイド： 16，856，600円
3連複： 42，070，500円 3連単： 52，961，900円 計： 192，688，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 180円 � 230円 枠 連（2－6） 1，020円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 370円 �� 540円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 120342 的中 � 25640（1番人気）
複勝票数 計 179828 的中 � 40791（1番人気）� 24221（3番人気）� 16696（5番人気）
枠連票数 計 71789 的中 （2－6） 5424（4番人気）
馬連票数 計 273436 的中 �� 18072（2番人気）
馬単票数 計 162595 的中 �� 5703（3番人気）
ワイド票数 計 168566 的中 �� 12388（1番人気）�� 7927（4番人気）�� 5085（10番人気）
3連複票数 計 420705 的中 ��� 10330（7番人気）
3連単票数 計 529619 的中 ��� 2882（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．9―49．7―1：02．1―1：14．5―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピアレスピンク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．11．24 京都2着

2012．4．17生 牝3黒鹿 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 6戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッフェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月17日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14062 5月17日 晴 重 （27新潟1）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時15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

610� フライングニンバス 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 516＋101：11．1 5．1�
712 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 丸山 元気�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452＋101：11．52� 8．2�
35 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 黛 弘人石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 488＋101：11．71� 4．1�
713 マルトクビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 454± 01：11．8クビ 15．5�
611 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56 吉田 隼人中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 61：12．22� 3．7�
34 ファミリーズオナー 牝3栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 白瀬 盛雄 458－ 21：12．94 7．3	
59 スパイホップ 牡3鹿 56 丹内 祐次河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B482± 01：13．32� 35．6

46 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 488－ 41：13．4	 15．7�
815 デルマヨタロウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 474＋ 8 〃 クビ 11．6�
814 チャーミングマオ 牝3鹿 54 高倉 稜森口一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 398± 01：13．5クビ 54．7�
23 スイフトミノル 牝3鹿 54 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 434＋ 2 〃 クビ 118．6�
11 ティアップセッター 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 468 ―1：13．6クビ 136．4�
58 フラッグシップ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 まるとみ冨岡牧場 502＋ 4 〃 クビ 212．5�
47 モリトプリマ 牝3栗 54 L．オールプレス 石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 424－ 21：13．7クビ 140．5�

（旧姓 L．マンビー） （新）

22 センノレイダース 牡3鹿 56 的場 勇人浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 452－ 41：13．8	 155．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，441，000円 複勝： 19，212，900円 枠連： 9，949，300円
馬連： 26，928，600円 馬単： 14，209，200円 ワイド： 15，481，800円
3連複： 37，650，600円 3連単： 50，756，200円 計： 187，629，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 250円 � 170円 枠 連（6－7） 690円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 950円 �� 620円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 134410 的中 � 20970（3番人気）
複勝票数 計 192129 的中 � 26251（3番人気）� 17281（5番人気）� 33953（2番人気）
枠連票数 計 99493 的中 （6－7） 11116（2番人気）
馬連票数 計 269286 的中 �� 9613（9番人気）
馬単票数 計 142092 的中 �� 3220（14番人気）
ワイド票数 計 154818 的中 �� 4066（13番人気）�� 6521（5番人気）�� 5604（7番人気）
3連複票数 計 376506 的中 ��� 7300（11番人気）
3連単票数 計 507562 的中 ��� 2274（40番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．2―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．4―45．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フライングニンバス �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Valid Expectations デビュー 2015．1．17 京都9着

2012．3．7生 牝3鹿 母 Ryan’s Inheritance 母母 Fordyce 2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウィステリアガール号・タカラレジェンド号・トウショウチャート号
※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６日



14063 5月17日 晴 重 （27新潟1）第6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

55 コンクエストシチー 牡3栗 56 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466± 01：54．9 6．0�
67 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 484－ 21：55．0� 19．7�
44 アクティブボス 牡3青 56

53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 490－ 2 〃 クビ 6．9�
11 アスクワンダフル 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 502－ 21：55．31� 4．5�
68 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 470＋ 81：55．61� 37．6�
79 ララオムドゥクー 牡3鹿 56 森 一馬フジイ興産� 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：55．7� 48．4	
33 モズドゥーチェ 牡3青鹿56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 492＋12 〃 ハナ 12．2

812 サンコールドウェル 牡3鹿 56 的場 勇人加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 492＋ 41：56．02 48．4�
811 カウンターポイズ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 松田 一夫 474＋121：56．2� 4．2�
710 ビックマウンテン 牡3鹿 56 国分 恭介槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 546 ―1：56．3� 6．0�
22 ワイルドモンスター 牡3鹿 56 吉田 隼人 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488＋ 41：58．8大差 10．9�
56 ヤマトキャピタル 牡3黒鹿56 L．オールプレス 醍醐 徹氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 中橋 清 488＋ 82：00．29 36．3�

（旧姓 L．マンビー） （新）

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，106，700円 複勝： 17，777，700円 枠連： 6，884，100円
馬連： 25，180，700円 馬単： 15，236，100円 ワイド： 14，960，400円
3連複： 36，381，600円 3連単： 52，303，900円 計： 181，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 410円 � 180円 枠 連（5－6） 2，570円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 740円 �� 660円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 39，130円

票 数

単勝票数 計 131067 的中 � 17194（4番人気）
複勝票数 計 177777 的中 � 21881（4番人気）� 9358（7番人気）� 29216（3番人気）
枠連票数 計 68841 的中 （5－6） 2068（13番人気）
馬連票数 計 251807 的中 �� 4535（19番人気）
馬単票数 計 152361 的中 �� 1547（32番人気）
ワイド票数 計 149604 的中 �� 5283（9番人気）�� 5999（5番人気）�� 1712（28番人気）
3連複票数 計 363816 的中 ��� 2772（35番人気）
3連単票数 計 523039 的中 ��� 969（149番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．5―13．6―12．7―12．6―13．1―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．5―50．1―1：02．8―1：15．4―1：28．5―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コンクエストシチー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2014．7．6 函館11着

2012．4．7生 牡3栗 母 フレームオブトゥルース 母母 River Lullaby 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマトキャピタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月17日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14064 5月17日 晴 稍重 （27新潟1）第6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 7，000，000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

712 トミケンパシエンテ �4栗 59 金子 光希冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 480± 03：13．9 5．3�
34 ディープスノー 牝7鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 468－ 83：14．0� 12．9�
11 � ウルトラサウンド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋ 6 〃 クビ 21．6�
814� アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 420－ 43：14．1	 14．8�
22 コスモカンタービレ 牡8黒鹿60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 504＋ 23：14．2クビ 3．2�
711 テーオーレジェンド 牡6栗 60 西谷 誠小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 23：14．83� 3．4	
58 サンマルスピリット 牡5鹿 60 上野 翔相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 490＋ 83：15．01
 30．8

33 カワキタバルク 牡6青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 476－ 23：16．06 138．1�
57 マイネルゼーラフ 牡4青鹿59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 492＋ 23：16．1	 47．7
46 キングオブタイム 牡4黒鹿59 北沢 伸也 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 512＋163：17．27 15．6�
45 � ニューコネクション 牡8栗 60 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 492－103：17．62� 206．8�
813 テイエムオドロキ 牝4栗 57 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 458＋143：18．23� 77．9�
69 コ ウ ジ ョ ウ 牡5栗 60 五十嵐雄祐小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 524＋103：18．52 9．2�
610� タイセイジュピター 牡4鹿 59 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 500－ 43：23．8大差 46．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，480，500円 複勝： 12，721，000円 枠連： 9，437，200円
馬連： 21，270，100円 馬単： 13，625，500円 ワイド： 12，478，400円
3連複： 33，243，800円 3連単： 48，178，100円 計： 162，434，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 280円 � 440円 枠 連（3－7） 1，150円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，840円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 23，850円 3 連 単 ��� 84，980円

票 数

単勝票数 計 114805 的中 � 17150（3番人気）
複勝票数 計 127210 的中 � 19296（3番人気）� 11624（4番人気）� 6545（7番人気）
枠連票数 計 94372 的中 （3－7） 6308（4番人気）
馬連票数 計 212701 的中 �� 5923（10番人気）
馬単票数 計 136255 的中 �� 2027（17番人気）
ワイド票数 計 124784 的中 �� 3194（12番人気）�� 1737（20番人気）�� 1103（30番人気）
3連複票数 計 332438 的中 ��� 1045（71番人気）
3連単票数 計 481781 的中 ��� 411（252番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンパシエンテ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．8．4 函館6着

2011．3．5生 �4栗 母 クリスティナリッチ 母母 レインボービューティー 障害：3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔その他〕 コスモカンタービレ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。
※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 キョウワアーサー号



14065 5月17日 晴 稍重 （27新潟1）第6日 第5競走 ��1，400�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
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ジューンロディ 牡3鹿 56 松田 大作吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 488－ 81：22．9 2．5�
23 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 398＋ 41：23．11� 6．6�
612 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B430－ 4 〃 クビ 21．6�
59 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 456＋241：23．2クビ 24．4�
510 ブラウンゴッデス 牝3黒鹿54 L．オールプレス 飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440－ 61：23．3� 13．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

815 ペルセフォネ 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 414－ 41：23．4� 133．7	
714 ステイバーニング 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B458＋ 61：23．5クビ 48．2

36 プラントアゲン 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 442＋101：23．6� 3．2�
12 ヴァンドデセール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 420－ 2 〃 ハナ 27．5�
11 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 454＋161：23．92 201．2
35 ミュゼメルノワール 牡3芦 56 丹内 祐次髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466－ 21：24．0� 7．5�
24 バニラマカロン 牝3芦 54 川須 栄彦�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B470＋ 81：24．31� 49．8�
713 カ ン ヌ 牝3栗 54 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 61：24．93� 145．4�
816 パ イ グ リ ン 牝3鹿 54 中井 裕二西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 432＋ 21：25．0� 299．7�
611 アップリズム 牝3鹿 54 高倉 稜西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 450＋141：25．1� 223．5�
47 ガトーネグロ 牝3鹿 54 黛 弘人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 426－ 21：28．1大差 141．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，599，200円 複勝： 24，195，600円 枠連： 9，735，300円
馬連： 32，270，200円 馬単： 19，108，400円 ワイド： 19，972，800円
3連複： 44，946，400円 3連単： 71，610，900円 計： 238，438，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 360円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 330円 �� 850円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 165992 的中 � 51323（1番人気）
複勝票数 計 241956 的中 � 73005（1番人気）� 34307（3番人気）� 11700（6番人気）
枠連票数 計 97353 的中 （2－4） 10392（3番人気）
馬連票数 計 322702 的中 �� 32816（2番人気）
馬単票数 計 191084 的中 �� 10721（3番人気）
ワイド票数 計 199728 的中 �� 17684（2番人気）�� 5733（9番人気）�� 2930（18番人気）
3連複票数 計 449464 的中 ��� 9314（11番人気）
3連単票数 計 716109 的中 ��� 3993（32番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．9―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．6―45．5―57．6―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．4
3 ・（4，6）10，5（8，13）（2，12，16）11（1，9，15）3，14＝7 4 ・（4，6）10（5，8，13）（2，12，16）－（1，11，9，15）－（3，14）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジューンロディ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．6．22 阪神4着

2012．3．23生 牡3鹿 母 ホッコーシャープ 母母 ネスカベローザ 5戦1勝 賞金 10，850，000円
〔発走状況〕 ガトーネグロ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガトーネグロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ジュンアカネ号・マイティーフライ号・ユキンコ号
※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。

14066 5月17日 晴 稍重 （27新潟1）第6日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時35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

33 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 津村 明秀�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 470± 02：30．3 8．0�
22 レッドサバス 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 02：30．4� 2．4�
79 ララエクラテール 牡3鹿 56 松田 大作フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 424－ 6 〃 クビ 2．8�
55 マイネルヘルック 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム B436＋ 4 〃 ハナ 8．2�
44 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 黛 弘人松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 470＋ 22：30．5� 47．7�
812 トモノサンドラ 牝3芦 54 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 42：30．6クビ 172．5	
56 リ ッ ツ ィ ー 牝3黒鹿54 西村 太一山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 4 〃 ハナ 126．9

811 リッチゴールド 牡3栗 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド B482＋102：30．91� 9．4�
710 サ ン ベ イ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 440＋ 62：32．7大差 93．3�
68 モ ン セ ラ ー 牡3鹿 56 長岡 禎仁 サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 クビ 21．5�
67 ナイスイタリアン 牡3鹿 56 L．オールプレス 小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 B484－ 22：33．44 30．4�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 ジェイポップ 牡3鹿 56
55 ☆松若 風馬 シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B468－ 42：33．71� 59．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，427，600円 複勝： 17，932，700円 枠連： 6，182，300円
馬連： 25，492，000円 馬単： 16，568，200円 ワイド： 14，683，400円
3連複： 32，624，600円 3連単： 61，895，800円 計： 189，806，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 180円 � 120円 � 130円 枠 連（2－3） 960円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 400円 �� 160円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 144276 的中 � 14308（3番人気）
複勝票数 計 179327 的中 � 19482（5番人気）� 48877（1番人気）� 36708（2番人気）
枠連票数 計 61823 的中 （2－3） 4971（3番人気）
馬連票数 計 254920 的中 �� 25137（2番人気）
馬単票数 計 165682 的中 �� 5596（9番人気）
ワイド票数 計 146834 的中 �� 10404（4番人気）�� 7926（7番人気）�� 29135（1番人気）
3連複票数 計 326246 的中 ��� 28728（3番人気）
3連単票数 計 618958 的中 ��� 5114（21番人気）

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

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―24．5―36．0―48．4―1：01．9―1：15．3―1：28．6―1：41．0―1：53．3―2：05．6―2：17．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブルーローズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．10．19 東京6着

2012．5．22生 牡3鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 7戦1勝 賞金 5，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



14067 5月17日 晴 重 （27新潟1）第6日 第7競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

58 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 484＋ 41：11．3 6．8�
59 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 462＋ 81：11．4� 2．4�
34 サンレイクウッド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 522＋ 41：11．61� 5．8�
815� レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 8 〃 クビ 10．3�
46 ナムラケンシロウ 牡5栃栗57 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 460＋ 81：11．92 45．3�
22 ディープミタカ 牡4栗 57

56 ☆松若 風馬深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 460－ 61：12．11 7．1�
712 ビーチドラゴン 	4黒鹿57 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 510－ 81：12．2
 42．3	
11 オリエンタルエジル 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 500＋ 21：12．3クビ 170．2

611 トーセンスティング 牡4鹿 57 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 B522＋ 4 〃 ハナ 16．1�
814 レッドフェザー 牝4栗 55

52 ▲義 英真 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 486＋22 〃 クビ 7．8

47 ウエスタンニンジャ 牡4栗 57 杉原 誠人西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468－ 21：12．61
 126．3�
35 � セルリアンラッシュ 牡4青 57 岡田 祥嗣�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B464－ 8 〃 ハナ 190．8�
713� プレシャスベガ 牝4黒鹿55 川須 栄彦杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452＋ 41：12．91
 123．9�
610 クリノプリムラ 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 日西牧場 442＋ 61：13．21
 135．5�
23 コスモピンチョス 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 506＋181：13．62� 42．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，957，300円 複勝： 23，535，500円 枠連： 9，276，600円
馬連： 29，603，100円 馬単： 18，167，500円 ワイド： 17，843，600円
3連複： 40，603，700円 3連単： 63，632，300円 計： 218，619，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（5－5） 800円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 300円 �� 550円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 159573 的中 � 18502（3番人気）
複勝票数 計 235355 的中 � 26642（3番人気）� 65920（1番人気）� 41915（2番人気）
枠連票数 計 92766 的中 （5－5） 8913（4番人気）
馬連票数 計 296031 的中 �� 28564（2番人気）
馬単票数 計 181675 的中 �� 6983（6番人気）
ワイド票数 計 178436 的中 �� 15667（2番人気）�� 7294（6番人気）�� 19314（1番人気）
3連複票数 計 406037 的中 ��� 27140（1番人気）
3連単票数 計 636323 的中 ��� 6131（11番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．1―12．2―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．6―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンブルジョン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Danzig デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．4．2生 牡5栗 母 ヤマニンパラダイス 母母 Althea 29戦3勝 賞金 44，200，000円
〔制裁〕 ビーチドラゴン号の騎手伊藤工真は，後検量に遅れたことについて戒告。
※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） 3頭 エフティマルス号・ミラクルピッチ号・ユキノラムセス号

14068 5月17日 晴 良 （27新潟1）第6日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：56．4
1：56．1

良
良

11 レッドシェリフ 牡7栗 57
56 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 506＋ 62：00．7 11．1�

815 レッドソレイユ 牡4鹿 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 ハナ 5．6�
712 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 460－ 42：00．91 77．3�
610 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 460＋ 2 〃 クビ 109．4�
713 リスヴェリアート 牡5鹿 57 中井 裕二�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 442± 02：01．32� 8．3�
46 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 5．0	
611� キ ン コ バ ン 牡4栗 57

54 ▲義 英真熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 468－16 〃 アタマ 17．0

814 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 472＋12 〃 ハナ 22．5�
23 サンドラバローズ 牝4鹿 55 長岡 禎仁猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 410＋ 62：01．4� 6．0�
59 ファーストオーサー 牡4黒鹿57 藤懸 貴志石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 476± 0 〃 ハナ 7．1
47 チェイスザゴールド 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 544＋ 62：01．5� 5．7�
58 レッドオラシオン 牡4芦 57

54 ▲井上 敏樹 �東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム B458－ 62：01．6� 27．9�
34 � オ マ モ リ 牡6黒鹿57 西村 太一小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 464－ 42：01．81� 174．4�
22 � ジンライムデザイア 牡4黒鹿57 小野寺祐太飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 468－ 62：02．54 211．3�
35 ゴ ー ワ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 500－ 62：03．56 61．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，245，300円 複勝： 20，744，100円 枠連： 11，119，700円
馬連： 30，925，600円 馬単： 16，508，500円 ワイド： 17，777，500円
3連複： 41，851，300円 3連単： 59，766，200円 計： 213，938，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 390円 � 270円 � 1，480円 枠 連（1－8） 2，400円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 8，860円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 55，450円 3 連 単 ��� 373，530円

票 数

単勝票数 計 152453 的中 � 10944（7番人気）
複勝票数 計 207441 的中 � 14359（7番人気）� 22744（5番人気）� 3169（11番人気）
枠連票数 計 111197 的中 （1－8） 3586（12番人気）
馬連票数 計 309256 的中 �� 6738（16番人気）
馬単票数 計 165085 的中 �� 1500（38番人気）
ワイド票数 計 177775 的中 �� 3652（19番人気）�� 506（60番人気）�� 1414（39番人気）
3連複票数 計 418513 的中 ��� 566（141番人気）
3連単票数 計 597662 的中 ��� 116（865番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．2―12．4―12．4―12．6―11．8―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．2―48．4―1：00．8―1：13．2―1：25．8―1：37．6―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 ・（1，5）－9（3，14）（8，4）（10，11）2（6，12，13）（7，15） 4 ・（1，5）9（3，14）（4，11）（8，10）13（2，6，12）（7，15）

勝馬の
紹 介

レッドシェリフ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．9．20 阪神7着

2008．5．8生 牡7栗 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 42戦3勝 賞金 42，546，000円
〔制裁〕 レッドシェリフ号の騎手松若風馬は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成27年5月23日から平成27年6月7日ま

で騎乗停止。（被害馬：14番）



14069 5月17日 晴 重 （27新潟1）第6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

34 � ウェルウィッチア 牡6鹿 57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B478＋ 21：53．6 10．0�
815 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 476＋ 41：53．81 2．5�
58 ジェイケイニュース 牡4栗 57 国分 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 472＋ 2 〃 クビ 15．3�
23 � ピンクシャドウ 牝4栗 55 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 81：54．22	 10．5�
47 ハイフロンティア 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 18．2	
35 ナリタキャッツアイ 牡7鹿 57 川須 栄彦�オースミ 松下 武士 日高 白井牧場 480＋ 41：54．3	 150．4

611� セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B452＋ 6 〃 ハナ 13．2�
814 シャドウシティー 牡4鹿 57 L．オールプレス 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 81：54．4	 12．8�

（旧姓 L．マンビー） （新）

59 タツグレート 牡6栗 57 津村 明秀原 司郎氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 468± 0 〃 クビ 79．2

22 スリーヨーク �5鹿 57
54 ▲木幡 初也永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468＋ 61：54．61 128．6�

11 モルダバイト �5芦 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B544＋181：54．81 5．5�
46 アダムズアップル 牡4鹿 57 高倉 稜吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512＋101：55．12 7．0�
712 ラルゴスパーダ �5鹿 57 丹内 祐次 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488＋ 61：55．41� 123．0�
713 ドラゴンカフェ 牡4黒鹿57 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 546＋101：55．71� 42．7�
610 ファイネスト 牡4栗 57

56 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 8 〃 ハナ 125．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，496，900円 複勝： 24，872，900円 枠連： 11，610，400円
馬連： 40，095，300円 馬単： 19，712，800円 ワイド： 21，988，800円
3連複： 50，435，600円 3連単： 75，745，900円 計： 263，958，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 140円 � 340円 枠 連（3－8） 920円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，270円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 33，060円

票 数

単勝票数 計 194969 的中 � 15555（4番人気）
複勝票数 計 248729 的中 � 22159（4番人気）� 59215（1番人気）� 15516（7番人気）
枠連票数 計 116104 的中 （3－8） 9772（3番人気）
馬連票数 計 400953 的中 �� 25837（3番人気）
馬単票数 計 197128 的中 �� 4126（12番人気）
ワイド票数 計 219888 的中 �� 10982（3番人気）�� 2366（28番人気）�� 5146（14番人気）
3連複票数 計 504356 的中 ��� 6670（19番人気）
3連単票数 計 757459 的中 ��� 1661（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．7―50．2―1：02．4―1：14．6―1：27．4―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
1，3，9，15（2，6）（5，7）（4，12）10，14－11（8，13）
1，3（15，13）（9，7）（5，6）（2，4，10，11）（14，8）－12

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

勝馬の
紹 介

�ウェルウィッチア �
�
父 アルカセット �

�
母父 ダンスインザダーク

2009．4．27生 牡6鹿 母 サンセットボニー 母母 チャーミングボニー 24戦1勝 賞金 26，710，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 スリーヨーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウェルウィッチア号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年5月23日から平成27年

5月24日まで騎乗停止。（被害馬：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スリーヨーク号は，平成27年5月18日から平成27年6月16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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウォーターワルツ号
（非抽選馬） 1頭 プラスワン号
※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。

14070 5月17日 晴 良 （27新潟1）第6日 第10競走 ��
��1，000�は や ぶ さ 賞

発走14時40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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

714 ラブローレル 牝3青鹿54 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406± 0 56．8 35．1�
816 シングンパワー 牡3栗 56 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 B460－ 2 57．01� 31．0�
815 リターンストローク 牡3鹿 56 川須 栄彦 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 506＋ 8 57．1� 3．6�
48 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 492＋ 8 57．2� 12．4�
47 メランコリア 牝3栗 54 丸山 元気�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 472＋ 2 〃 アタマ 17．5�
35 アズマクィーン 牝3鹿 54 高倉 稜東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 460＋ 4 57．3� 4．4	
713 サンクタリリアス 牝3芦 54 木幡 初也�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 460－ 4 〃 クビ 11．7

24 トラストレイカ 牝3鹿 54 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 424－16 57．4� 63．5�
612	 キモンイーグル 牝3栗 54 的場 勇人小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 412－ 4 〃 ハナ 121．8�
59 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 井上 敏樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 470－ 2 57．61� 27．5
23 	 エムオーマジック 牡3青鹿56 L．オールプレス 大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 470＋ 2 57．91
 71．7�

（旧姓 L．マンビー） （新）

36 ヴィクトリースノー 牝3芦 54 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 392± 0 58．0� 6．4�
611 ケモノタイプ 牡3栗 56 杉原 誠人副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 B478＋ 4 〃 クビ 40．5�
11 	 レッドムーン 牝3鹿 54 西田雄一郎竹本 弘氏 谷原 義明 浦河 三嶋牧場 B426＋ 2 〃 ハナ 68．2�
510 キャプレット 牝3栗 54 松若 風馬前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 8 58．1クビ 6．2�
12 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 54 松田 大作青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 412－ 6 〃 クビ 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，209，200円 複勝： 27，658，700円 枠連： 20，839，700円
馬連： 59，130，700円 馬単： 34，977，500円 ワイド： 30，097，000円
3連複： 89，064，800円 3連単： 132，323，400円 計： 416，301，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，510円 複 勝 � 820円 � 610円 � 160円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 22，730円 馬 単 �� 39，980円

ワ イ ド �� 6，010円 �� 1，520円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 125，070円

票 数

単勝票数 計 222092 的中 � 5059（11番人気）
複勝票数 計 276587 的中 � 6989（11番人気）� 9775（10番人気）� 64457（1番人気）
枠連票数 計 208397 的中 （7－8） 14456（4番人気）
馬連票数 計 591307 的中 �� 2016（57番人気）
馬単票数 計 349775 的中 �� 656（106番人気）
ワイド票数 計 300970 的中 �� 1251（58番人気）�� 5116（16番人気）�� 7148（9番人気）
3連複票数 計 890648 的中 ��� 4279（49番人気）
3連単票数 計1323234 的中 ��� 767（391番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．7―44．6

上り4F44．6－3F34．1
勝馬の
紹 介

ラブローレル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．7．5 函館6着

2012．2．5生 牝3青鹿 母 ローレルポラリス 母母 セブンレツトウ 10戦2勝 賞金 14，257，000円
〔制裁〕 メランコリア号の騎手丸山元気は，競走後半で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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。
（非当選馬） 7頭 ウーマン号・キースカーフ号・タイセイスウォード号・テイエムスサノオー号・トロピカルガーデン号・

パオロッサ号・ランバイワイルド号
※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。



14071 5月17日 晴 良 （27新潟1）第6日 第11競走 ��
��1，800�

あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左・外）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

78 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 L．オールプレス 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 41：47．6 4．2�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 カレンケカリーナ 牝5黒鹿55 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋ 61：47．7� 3．8�
810 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 長岡 禎仁 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 568＋121：47．8	 38．4�
79 サウンドメモリー 牡4鹿 57 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 482＋ 21：47．9� 5．3�
811 レッドオーラム 牝4鹿 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 4．3	
22 マイティースコール 牡7栗 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：48．0クビ 8．3

33 
 レッドシャンクス �6鹿 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 486＋ 6 〃 クビ 7．5�
55 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 464＋ 21：48．42	 45．1�
67 モンプレジール 牡5鹿 57 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B450－ 21：49．03	 61．7
66 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 丹内 祐次清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518－ 21：49．1� 73．4�
44 � ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57 井上 敏樹古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 436－ 71：50．37 128．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，950，000円 複勝： 32，581，200円 枠連： 23，963，500円
馬連： 104，676，800円 馬単： 51，770，300円 ワイド： 35，126，300円
3連複： 128，204，300円 3連単： 237，853，400円 計： 642，125，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 140円 � 710円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，100円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 28，900円

票 数

単勝票数 計 279500 的中 � 53160（2番人気）
複勝票数 計 325812 的中 � 55575（2番人気）� 76763（1番人気）� 7815（8番人気）
枠連票数 計 239635 的中 （1－7） 40961（1番人気）
馬連票数 計1046768 的中 �� 103559（1番人気）
馬単票数 計 517703 的中 �� 25068（3番人気）
ワイド票数 計 351263 的中 �� 28746（1番人気）�� 3990（21番人気）�� 5527（16番人気）
3連複票数 計1282043 的中 ��� 16286（20番人気）
3連単票数 計2378534 的中 ��� 5966（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．4―48．3―1：00．1―1：12．0―1：23．8―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマルシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Labeeb デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．1．26生 牡4青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 12戦3勝 賞金 38，335，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14072 5月17日 晴 良 （27新潟1）第6日 第12競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 特 別
発走16時00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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

815 エクスクライム 牡6栗 57 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 460＋ 81：22．0 27．2�
12 ロッカバラード 牡4青鹿57 L．オールプレス �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 9．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

510 ダンツアトラス 牡5鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 61：22．1� 7．1�
47 ベラフォレスタ 牝4黒鹿55 松田 大作 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 488＋20 〃 クビ 51．2�
612	 セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 494＋141：22．2クビ 5．0�
59 アースプレイ 牝4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 436＋ 2 〃 ハナ 12．0	
23 アブソリュカフェ 牡4黒鹿57 的場 勇人西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 482－ 8 〃 クビ 35．2

11 ファイナルブロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 414－ 41：22．3クビ 9．6�
35 モントボーゲン 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 23．1
36 ビリーヴザワン 
4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 482＋101：22．4クビ 19．0�
611 メイショウラバンド 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 436＋ 21：22．5� 47．2�
24 ノ ー ブ リ ー 牡6鹿 57 津村 明秀ニットー商事� 奥村 豊 新冠 斉藤 安行 480＋ 4 〃 クビ 20．0�
48 ルネッタアスール 牝6鹿 55 西田雄一郎青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 18．0�
714 コスモラパン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 404－ 41：22．6� 7．7�
713 リュクサンブール 牡4鹿 57 吉田 隼人村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462± 01：23．02� 5．4�
816 ショウリュウバイオ 牡5栗 57 杉原 誠人バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：23．21� 128．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，325，700円 複勝： 41，685，000円 枠連： 29，610，300円
馬連： 87，576，300円 馬単： 36，843，200円 ワイド： 40，119，300円
3連複： 115，794，400円 3連単： 168，036，000円 計： 549，990，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 620円 � 390円 � 280円 枠 連（1－8） 5，340円

馬 連 �� 19，840円 馬 単 �� 54，070円

ワ イ ド �� 6，070円 �� 2，810円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 44，120円 3 連 単 ��� 461，460円

票 数

単勝票数 計 303257 的中 � 8904（12番人気）
複勝票数 計 416850 的中 � 16081（11番人気）� 27539（6番人気）� 43857（3番人気）
枠連票数 計 296103 的中 （1－8） 4293（25番人気）
馬連票数 計 875763 的中 �� 3420（74番人気）
馬単票数 計 368432 的中 �� 511（168番人気）
ワイド票数 計 401193 的中 �� 1670（78番人気）�� 3658（37番人気）�� 7997（8番人気）
3連複票数 計1157944 的中 ��� 1968（174番人気）
3連単票数 計1680360 的中 ��� 264（1554番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．0―45．7―57．5―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 3，6（7，16）14（2，8，11，13）（5，12）（9，10）15－1，4 4 3－6（7，16）14（2，8，11，13）（5，12）10，9，15，1－4

勝馬の
紹 介

エクスクライム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．7．3 中山1着

2009．1．30生 牡6栗 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート 31戦3勝 賞金 35，133，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ロッカバラード号の騎手L．オールプレスは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・16番）

エクスクライム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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シャトールージュ号・デンコウウノ号・バシニアティヴ号・ハプスブルク号・レーヴドプランス号
※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6日 5月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 172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

160，670，000円
2，080，000円
6，800，000円
1，570，000円
14，200，000円
62，304，000円
5，234，800円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
212，273，600円
280，900，100円
155，787，300円
510，493，000円
272，986，700円
257，385，900円
692，871，600円
1，075，064，000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 3，457，762，200円

総入場人員 13，536名 （有料入場人員 11，573名）
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