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14001 4月30日 晴 良 （28新潟1）第1日 第1競走 ��2，890�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400万円超過馬は
超過額300万円毎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3：06．0良

610 エイシンフランキー 牡5芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 500＋ 23：09．3 30．1�
814� トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 480＋123：09．4� 27．6�
711 ドリームハヤテ 牡6鹿 62 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 508＋ 43：09．5クビ 3．0�
33 � エルインペレイター �6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494－ 4 〃 クビ 18．9�
22 ダイワデッセー 牝7栗 58 小坂 忠士大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 4 〃 ハナ 7．4	
58 タ ナ ト ス 牡8黒鹿 63

60 ▲原田 和真工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 470＋ 43：09．81� 6．0

69 	 トゥールモンド �6栗 60 上野 翔 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 472± 0 〃 ハナ 4．7�
45 アサクサポイント �8青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 57．9
813 シベリアンタイガー �5鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 468± 03：09．9
 23．6�
46 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 466± 03：10．0
 9．1�
34 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 金子 光希栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 438± 03：10．32 122．5�
57 � アラビアンドラゴン �6芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 432＋ 43：10．4
 126．7�
712 ウインヤード 牡5鹿 60 蓑島 靖典柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470± 03：10．61� 107．7�
11 マイネルマーク 牡8青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 468± 03：12．9大差 10．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，855，200円 複勝： 17，352，600円 枠連： 8，068，700円
馬連： 25，672，000円 馬単： 15，516，900円 ワイド： 16，751，600円
3連複： 42，764，600円 3連単： 54，103，600円 計： 192，085，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 740円 � 640円 � 160円 枠 連（6－8） 2，700円

馬 連 �� 38，700円 馬 単 �� 83，720円

ワ イ ド �� 6，590円 �� 1，860円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 31，750円 3 連 単 ��� 380，820円

票 数

単勝票数 計 118552 的中 � 3143（10番人気）
複勝票数 計 173526 的中 � 4905（10番人気）� 5820（9番人気）� 39760（1番人気）
枠連票数 計 80687 的中 （6－8） 2308（14番人気）
馬連票数 計 256720 的中 �� 514（59番人気）
馬単票数 計 155169 的中 �� 139（130番人気）
ワイド票数 計 167516 的中 �� 642（54番人気）�� 2334（24番人気）�� 2673（21番人気）
3連複票数 計 427646 的中 ��� 1010（95番人気）
3連単票数 計 541036 的中 ��� 103（832番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 49．3－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイシンフランキー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．16 小倉1着

2011．5．8生 牡5芦 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ 障害：11戦2勝 賞金 28，800，000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 ミヤコデラックス号・メイショウセイウン号

14002 4月30日 曇 稍重 （28新潟1）第1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

815 ナンベーサン 牡3芦 56 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B498－ 41：55．1 5．4�
712 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 440－ 21：55．52� 6．1�
11 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 508－ 4 〃 ハナ 1．5�
58 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－ 21：55．6� 78．7�
47 タイセイパートナー 牡3芦 56 西田雄一郎田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 512＋ 41：56．34 11．5�
35 ウインウェルス 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 494－ 21：56．62 34．0	
23 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 津村 明秀吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 420＋ 61：56．7� 81．6

814 タイセイアスリート �3栗 56 丸田 恭介田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 474－ 6 〃 クビ 41．1�
22 トウケイドラゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 468± 01：57．01� 24．5�
46 サクセスボーイ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム B454± 01：57．31� 218．9
610 コトブキエース 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹鹿島 敏裕氏 中舘 英二 むかわ 上水牧場 468－101：57．62 85．8�
713 マンテンロード 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 442± 01：58．66 314．7�
59 ゴーゴーキング 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 土田 稔 新ひだか 高田 利雄 B498－181：59．55 33．3�
611 カタヨクノテンシ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 510 ―2：00．35 69．2�
34 ゴーランクシャス 牡3鹿 56 宮崎 北斗�バード商事 武市 康男 新ひだか 静内山田牧場 512－ 42：00．62 269．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，202，600円 複勝： 51，412，600円 枠連： 8，790，000円
馬連： 26，510，300円 馬単： 19，278，500円 ワイド： 17，169，500円
3連複： 37，513，200円 3連単： 63，025，500円 計： 237，902，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 350円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 142026 的中 � 20904（2番人気）
複勝票数 計 514126 的中 � 38360（2番人気）� 32794（3番人気）� 367932（1番人気）
枠連票数 計 87900 的中 （7－8） 5526（5番人気）
馬連票数 計 265103 的中 �� 12519（5番人気）
馬単票数 計 192785 的中 �� 4481（10番人気）
ワイド票数 計 171695 的中 �� 10566（5番人気）�� 26426（1番人気）�� 20320（2番人気）
3連複票数 計 375132 的中 ��� 45004（1番人気）
3連単票数 計 630255 的中 ��� 7282（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．2―50．7―1：03．5―1：16．2―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンベーサン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．1 札幌8着

2013．3．17生 牡3芦 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 トウシンタイガー号の騎手菱田裕二は，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：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カタヨクノテンシ号・ゴーランクシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

5月31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 カリスマフォンテン号

第１回 新潟競馬 第１日



14003 4月30日 曇 稍重 （28新潟1）第1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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

713 カリアティード 牝3鹿 54
52 △加藤 祥太 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：13．0 7．8�

610 コ マ ユ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 436－22 〃 アタマ 52．8�

712 ミ デ ィ 牝3鹿 54 木幡 初広窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 430－101：13．21� 6．4�
611 マイエクトミューズ 牝3栗 54 吉田 隼人尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 476－ 61：13．62� 9．1�
11 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 406± 0 〃 クビ 2．2�
47 キホンハシコ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新ひだか カタオカステーブル 460－ 81：13．7クビ 11．9	
815 パルパルパンダ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 470 ―1：13．8� 101．9

58 アメジストデュー 牝3青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 540＋201：14．01� 21．1�
814 ヨドノローズ 牝3栗 54 川須 栄彦海原 聖一氏 高橋 義忠 浦河 林農場 434－ 61：14．42� 140．3
22 メイショウユキンコ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 434＋ 21：14．61� 58．6�
35 エメラルドクイーン 牝3栗 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 434－ 2 〃 クビ 20．0�
23 アーリードライヴ 牝3芦 54 石橋 脩 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 472－ 61：15．34 5．8�
34 ティアップジェイド 牝3黒鹿54 西田雄一郎田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B418－ 81：15．93� 314．1�
59 ヤマニンサリュエ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 394－161：16．0� 348．2�
46 エヌワイサンビーム 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹サンアンドコム 和田 正道 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 41：16．85 224．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，846，000円 複勝： 22，243，700円 枠連： 9，038，800円
馬連： 28，081，500円 馬単： 16，629，900円 ワイド： 17，879，400円
3連複： 36，742，400円 3連単： 51，569，400円 計： 199，031，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 1，070円 � 250円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 11，090円 馬 単 �� 18，840円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 790円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 21，160円 3 連 単 ��� 133，520円

票 数

単勝票数 計 168460 的中 � 17270（4番人気）
複勝票数 計 222437 的中 � 24873（4番人気）� 4483（10番人気）� 25068（3番人気）
枠連票数 計 90388 的中 （6－7） 6598（4番人気）
馬連票数 計 280815 的中 �� 1961（31番人気）
馬単票数 計 166299 的中 �� 662（60番人気）
ワイド票数 計 178794 的中 �� 1056（35番人気）�� 6174（7番人気）�� 1074（34番人気）
3連複票数 計 367424 的中 ��� 1302（65番人気）
3連単票数 計 515694 的中 ��� 280（390番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．9―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．9―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 12，10（11，13）（7，3，14）－1，5（4，9）15－8＝（6，2） 4 12，10，13，11（7，3，14）－1，5，4，9，15，8－2＝6

勝馬の
紹 介

カリアティード �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．12．5 中山3着

2013．4．18生 牝3鹿 母 リビングデイライツ 母母 グリーンポーラ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オロフィナアスール号・ゴーゴーダンス号・ジョイフルデイズ号

14004 4月30日 曇 良 （28新潟1）第1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

710 マイネルクレイズ 牡6黒鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 482－183：12．1 9．7�

45 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 460＋ 43：12．2� 23．5�

69 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 502± 03：12．3� 6．0�
813 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 454－ 43：12．72� 5．6�
812 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 450＋ 2 〃 クビ 103．1�
68 � ジュールドトネール 牡6青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502－ 43：13．01� 4．7	
44 ジャーエスペランサ 牡7鹿 60 金子 光希本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 43：13．32 20．3

56 サウスビクトル 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 474－ 2 〃 アタマ 3．1�
57 ジョージジョージ 牡6栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456± 03：14．25 131．5�
11 アクションバイオ 牡6黒鹿60 森 一馬バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 502－ 23：16．0大差 11．5
711 コリャコリャ 牝5鹿 58 中村 将之小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 474＋ 83：23．7大差 46．5�
33 テイエムステータス 牝5鹿 58 白浜 雄造竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486± 03：24．02 56．3�
22 シゲルナマハゲ 牡4鹿 59 石神 深一森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 450± 0 （競走中止） 28．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，692，800円 複勝： 19，080，800円 枠連： 9，728，400円
馬連： 24，645，800円 馬単： 14，458，900円 ワイド： 14，116，300円
3連複： 36，060，600円 3連単： 51，292，900円 計： 182，076，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 290円 � 550円 � 220円 枠 連（4－7） 4，030円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，050円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 16，370円 3 連 単 ��� 98，640円

票 数

単勝票数 計 126928 的中 � 10459（5番人気）
複勝票数 計 190808 的中 � 17701（5番人気）� 7915（8番人気）� 25414（3番人気）
枠連票数 計 97284 的中 （4－7） 1869（14番人気）
馬連票数 計 246458 的中 �� 2543（28番人気）
馬単票数 計 144589 的中 �� 905（45番人気）
ワイド票数 計 141163 的中 �� 1796（25番人気）�� 3525（11番人気）�� 2101（19番人気）
3連複票数 計 360606 的中 ��� 1652（54番人気）
3連単票数 計 512929 的中 ��� 377（309番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 49．2－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクレイズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．8．18 新潟8着

2010．3．9生 牡6黒鹿 母 ロストインラヴ 母母 プラテイナムプリンセス 障害：4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔競走中止〕 シゲルナマハゲ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。



14005 4月30日 曇 良 （28新潟1）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

12 エーデルメイシュ 牝3鹿 54
52 △長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：35．6 4．6�
612 ジュントップヒトミ 牝3鹿 54 津村 明秀河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450－161：35．91� 3．7�
611 アイアンマン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 452± 01：36．21� 4．4�
510 ジ ュ ラ ー レ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 416± 01：36．41� 14．1�
713 ル ミ ノ ー ル 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 464－101：36．72 16．4�
714 ピ コ ッ ト 牝3栗 54 石神 深一ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 438＋ 2 〃 ハナ 70．9	
11 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 462－101：36．8� 6．2

48 リ ュ ウ セ イ 牡3栗 56 川須 栄彦�ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 460± 0 〃 クビ 12．3�
47 タイバーカット 牡3栗 56 勝浦 正樹水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 462－ 21：36．9クビ 98．4
35 コスモロングソード 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 426± 0 〃 クビ 20．1�
815 マーガレット 牝3青鹿54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 420＋ 41：37．0クビ 49．0�
23 テーオートップガン 牡3栗 56

54 △加藤 祥太小笹 公也氏 日吉 正和 日高 ヤナガワ牧場 444 ―1：37．31� 58．2�
24 アラモアナロマンス 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極横瀬 兼二氏 牧田 和弥 日高 メイプルファーム 390＋ 81：37．61� 119．0�
36 ラ ー ゼ ン 牝3栗 54 宮崎 北斗 �ガーベラパークスタッド 金成 貴史 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450± 01：38．13 170．0�
816 ス ケ ア ー ド 牝3栗 54 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 422± 01：39．69 115．7�
59 ズヴェレーン 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：45．8大差 29．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，765，400円 複勝： 25，215，600円 枠連： 14，767，100円
馬連： 35，786，800円 馬単： 19，811，800円 ワイド： 21，406，600円
3連複： 48，485，500円 3連単： 61，638，200円 計： 244，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 140円 � 150円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 410円 �� 420円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 177654 的中 � 30613（3番人気）
複勝票数 計 252156 的中 � 41289（2番人気）� 52369（1番人気）� 40282（3番人気）
枠連票数 計 147671 的中 （1－6） 35226（1番人気）
馬連票数 計 357868 的中 �� 25634（3番人気）
馬単票数 計 198118 的中 �� 6479（8番人気）
ワイド票数 計 214066 的中 �� 13312（2番人気）�� 12841（4番人気）�� 13003（3番人気）
3連複票数 計 484855 的中 ��� 24266（1番人気）
3連単票数 計 616382 的中 ��� 6421（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．3―12．6―12．2―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．6―47．9―1：00．5―1：12．7―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーデルメイシュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．23 中山2着

2013．1．31生 牝3鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ズヴェレーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月31日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スターストリーム号

14006 4月30日 曇 良 （28新潟1）第1日 第6競走 ��
��2，000�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
2：00．2
1：56．1

良
良

33 ルナーランダー 牡3栗 56 菱田 裕二 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 500－122：01．9 4．0�

712 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－ 42：02．53� 3．6�

813 コスモシャンティ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 4 〃 ハナ 3．8�
69 � ジョリーザスターズ 牝3黒鹿54 石橋 脩大塚 亮一氏 斉藤 崇史 仏

Mr Marcello
Randelli, Mlle
Sonja Banziger

476 ―2：02．92� 21．7�
58 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：03．22 7．7�
45 ミスターギブソン 牡3鹿 56 津村 明秀齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 日高 新井 昭二 502＋162：03．41	 17．6	
814 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 452－102：03．5
 176．0

34 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 丸山 元気竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 B486－16 〃 クビ 8．6�
46 ア マ リ リ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 鳥井 征士 444± 02：03．6� 30．6�
22 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 454 ―2：03．81	 92．1
11 ジューンフォルテ 牡3鹿 56 水口 優也吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 22：03．9クビ 211．5�
711 セキサンシップ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 430－ 62：04．11� 136．1�
57 リ グ ー ル 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406 ―2：04．73� 22．8�
610 ゴッドフュージョン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹 �ウエスタンファーム 小野 次郎 新冠 ハシモトフアーム B478－102：05．76 59．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，335，800円 複勝： 20，133，200円 枠連： 10，670，800円
馬連： 26，637，800円 馬単： 15，708，700円 ワイド： 16，323，700円
3連複： 35，084，300円 3連単： 51，810，100円 計： 191，704，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（3－7） 710円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 320円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 153358 的中 � 29970（3番人気）
複勝票数 計 201332 的中 � 35316（3番人気）� 36897（2番人気）� 39643（1番人気）
枠連票数 計 106708 的中 （3－7） 11563（3番人気）
馬連票数 計 266378 的中 �� 22827（3番人気）
馬単票数 計 157087 的中 �� 6517（5番人気）
ワイド票数 計 163237 的中 �� 13006（2番人気）�� 12956（3番人気）�� 15098（1番人気）
3連複票数 計 350843 的中 ��� 29627（1番人気）
3連単票数 計 518101 的中 ��� 9461（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．8―13．2―13．0―11．9―11．8―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．4―49．6―1：02．6―1：14．5―1：26．3―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルナーランダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．1．9 京都9着

2013．4．3生 牡3栗 母 タ ッ チ Ⅱ 母母 Caress 4戦1勝 賞金 6，500，000円



14007 4月30日 曇 稍重 （28新潟1）第1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）

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� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ストロングトリトン �4鹿 57
54 ▲木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：11．2 2．7�

22 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 590－18 〃 クビ 4．2�

69 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 464－101：11．3クビ 6．4�

711 サビーナクレスタ �5鹿 57
54 ▲木幡 巧也 �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 486－ 21：11．93� 3．7�
813 ポ ン ト ス 牡4鹿 57 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B464± 01：12．0� 34．9	
34 オージーアイドル 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 41：12．32 51．9

58 アセイラント �4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 522＋ 2 〃 アタマ 36．9�
11 � スリーエスペラント 牡6栗 57

54 ▲荻野 極永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 492－ 61：12．51� 95．3�
46 サウスリュウセイ 牡4鹿 57 平野 優南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466－ 21：12．6クビ 15．1
57 コロナボレアリス 牡5栗 57

55 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 456＋181：12．7� 142．8�

33 クラシックマーク 牝5栗 55
53 △加藤 祥太小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 446± 01：12．8� 78．2�

610 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 55
53 △伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 470＋ 8 〃 クビ 19．6�

45 レガリアシチー 牡6鹿 57 森 一馬 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 510＋ 81：13．01 221．4�
712� スズカロードスター 牡6鹿 57

55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B470± 0 〃 ハナ 117．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，623，500円 複勝： 23，823，400円 枠連： 11，746，600円
馬連： 36，762，400円 馬単： 20，523，100円 ワイド： 21，416，000円
3連複： 45，602，200円 3連単： 65，077，300円 計： 244，574，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 160円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 280円 �� 340円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 196235 的中 � 56151（1番人気）
複勝票数 計 238234 的中 � 58245（1番人気）� 35357（3番人気）� 35139（4番人気）
枠連票数 計 117466 的中 （2－8） 20164（1番人気）
馬連票数 計 367624 的中 �� 72956（1番人気）
馬単票数 計 205231 的中 �� 19172（1番人気）
ワイド票数 計 214160 的中 �� 21246（2番人気）�� 16264（3番人気）�� 7923（6番人気）
3連複票数 計 456022 的中 ��� 24346（3番人気）
3連単票数 計 650773 的中 ��� 10515（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．2―12．0―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．7―45．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングトリトン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．9．14 新潟1着

2012．2．3生 �4鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ 10戦2勝 賞金 22，400，000円

14008 4月30日 曇 稍重 （28新潟1）第1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）

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

33 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474－ 21：55．5 5．7�
79 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422＋ 21：55．71� 9．3�
66 マイティーハニー 牝4芦 55 黛 弘人 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 492± 01：55．91 2．7�
22 マカワオクイーン 牝4栗 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 480－ 61：56．21� 3．4�
78 マダムウルル 牝4黒鹿55 川須 栄彦�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 450－ 61：56．41� 34．7	
55 ジャズダンサー 牝6栃栗 55

52 ▲木幡 巧也�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：56．5� 51．0

811 ウォーターフレアー 牝5黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 492－12 〃 クビ 39．0�
11 タマノベレッツァ 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 462－ 61：57．13� 20．8�
810� ライブザドリーム 牝4鹿 55 北村 友一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496－ 41：57．2� 28．0
67 ク ー ト ネ イ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 464－ 51：58．15 62．1�
44 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 508－ 22：00．9大差 6．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，035，300円 複勝： 23，362，800円 枠連： 7，964，400円
馬連： 31，326，200円 馬単： 18，980，200円 ワイド： 19，306，600円
3連複： 39，369，000円 3連単： 70，115，400円 計： 227，459，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 210円 � 130円 枠 連（3－7） 1，730円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 700円 �� 310円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 170353 的中 � 23754（3番人気）
複勝票数 計 233628 的中 � 35430（3番人気）� 22385（5番人気）� 60102（1番人気）
枠連票数 計 79644 的中 （3－7） 3555（8番人気）
馬連票数 計 313262 的中 �� 10120（9番人気）
馬単票数 計 189802 的中 �� 3375（16番人気）
ワイド票数 計 193066 的中 �� 6475（9番人気）�� 16934（2番人気）�� 13247（4番人気）
3連複票数 計 393690 的中 ��� 17058（5番人気）
3連単票数 計 701154 的中 ��� 3031（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―50．4―1：03．2―1：15．8―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．7
1
3
4，11（1，5）（2，7）（6，10）－3－8，9・（4，11）7（1，5）（2，6，8）9（10，3）

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

勝馬の
紹 介

アグネスアーニャ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．2．14 京都7着

2012．4．9生 牝4鹿 母 アグネスラック 母母 アグネスセレーネー 11戦2勝 賞金 20，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサルーテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月31日まで平地

競走に出走できない。



14009 4月30日 曇 稍重 （28新潟1）第1日 第9競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

56 � ブルーミーフラワー 牡5鹿 57 丸山 元気 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 474－ 81：12．3 11．9�

710 ラ ミ ー ロ 牡4栗 57
54 ▲原田 和真門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 470－ 4 〃 ハナ 8．5�

813 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 492± 01：12．62 7．9�
68 � パラダイスガーデン 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC B478＋ 21：12．7クビ 22．2�
22 ミスズモンブラン 牡5栗 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 488＋ 21：12．91 42．4�
45 ゴールドエッグ 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 494－ 4 〃 クビ 2．7	
44 ド ラ グ ー ン 牡4鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－101：13．11	 2．8

33 ヤサカナンティー 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 480＋101：13．31
 132．2�
11 ラッキーダン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B472± 01：13．4� 48．0�
69 セイウンアワード 牡4鹿 57

54 ▲木幡 巧也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 520－101：13．61	 65．3
57 � デピュートアゲン 牡4鹿 57 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B506－ 41：15．08 87．2�
812 キョウエイマグマ 牡5鹿 57 西田雄一郎田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 482＋101：15．1クビ 21．8�
711 ワンダーアジル 牡5青鹿57 菱田 裕二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 446－ 41：15．31
 23．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，895，500円 複勝： 27，623，800円 枠連： 12，011，900円
馬連： 39，779，000円 馬単： 23，653，200円 ワイド： 24，246，200円
3連複： 53，560，500円 3連単： 86，014，200円 計： 287，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 270円 � 230円 � 240円 枠 連（5－7） 2，960円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，520円 �� 840円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 77，170円

票 数

単勝票数 計 208955 的中 � 13959（5番人気）
複勝票数 計 276238 的中 � 25415（5番人気）� 32240（3番人気）� 30068（4番人気）
枠連票数 計 120119 的中 （5－7） 3142（10番人気）
馬連票数 計 397790 的中 �� 6406（16番人気）
馬単票数 計 236532 的中 �� 1732（35番人気）
ワイド票数 計 242462 的中 �� 4944（13番人気）�� 4022（15番人気）�� 7572（8番人気）
3連複票数 計 535605 的中 ��� 4026（30番人気）
3連単票数 計 860142 的中 ��� 808（239番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．7―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルーミーフラワー �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2013．12．15 中山4着

2011．2．9生 牡5鹿 母 Stormy Blues 母母 Gussie’s Appeal 25戦2勝 賞金 31，050，000円
〔制裁〕 ブルーミーフラワー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ワンダーアジル号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーアジル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年7月31日まで出走できない。

14010 4月30日 小雨 良 （28新潟1）第1日 第10競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時50分 （芝・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

510 ブ ロ ワ 牝3黒鹿54 横山 和生�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 454＋ 21：08．7 10．6�
815� フレンチイデアル 牡3鹿 56 丸山 元気杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 500＋161：08．8� 4．0�
24 マイネルパッセ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：09．12 11．1�
47 レ イ リ オ ン 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 414－ 61：09．41	 3．6�
48 スナークスカイ 牡3鹿 56 
島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444－ 4 〃 アタマ 24．5	
611 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 470－ 81：09．5� 51．7

36 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 440＋18 〃 アタマ 22．9�
714 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 506± 01：09．6クビ 8．5�
35 � ダイアモンドノーム 牝3栗 54 勝浦 正樹友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 412－ 6 〃 ハナ 96．2
713 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 444－ 6 〃 ハナ 6．7�
816 キチロクステージ 牡3鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 466＋ 21：09．7� 69．6�
23 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 422＋ 81：09．91� 34．9�
612 グラミスキャッスル 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 456＋ 4 〃 クビ 13．6�
59 ロマンティックサン 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 466＋ 21：10．11 35．3�
11 アルマククナ 牝3鹿 54 菱田 裕二コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 422＋ 61：10．52	 65．8�
12 ファジーネーブル 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 410＋ 4 〃 クビ 183．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，707，600円 複勝： 35，695，200円 枠連： 18，802，900円
馬連： 56，276，800円 馬単： 28，112，900円 ワイド： 33，633，800円
3連複： 80，424，500円 3連単： 106，444，500円 計： 384，098，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 170円 � 230円 枠 連（5－8） 1，850円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，230円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，570円 3 連 単 ��� 38，910円

票 数

単勝票数 計 247076 的中 � 18597（5番人気）
複勝票数 計 356952 的中 � 30586（5番人気）� 62597（1番人気）� 38045（4番人気）
枠連票数 計 188029 的中 （5－8） 7836（8番人気）
馬連票数 計 562768 的中 �� 17671（9番人気）
馬単票数 計 281129 的中 �� 3617（21番人気）
ワイド票数 計 336338 的中 �� 9679（9番人気）�� 6824（14番人気）�� 13938（2番人気）
3連複票数 計 804245 的中 ��� 9174（17番人気）
3連単票数 計1064445 的中 ��� 1983（101番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．4―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―45．3―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ロ ワ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー 2015．9．19 中山6着

2013．6．4生 牝3黒鹿 母 タマビッグエックス 母母 タマビッグギャル 10戦2勝 賞金 18，763，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ハートイズハート号・ワイエムデマクール号・ワンスインナムーン号



14011 4月30日 小雨 良 （28新潟1）第1日 第11競走 ��
��1，000�

ま い し ん

邁 進 特 別
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，000万円以下，27．5．2以降28．4．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 ハ ッ シ ュ 牝5芦 52 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 0 56．1 6．7�

12 グランシェリー 牝5芦 53 津村 明秀間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 520± 0 〃 クビ 13．8�

713 ダンシングワンダー 牝4栗 52 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 18．7�
48 ラインミーティア 牡6鹿 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 472－10 〃 アタマ 39．5�
510 ファンファーレ 牝5栗 53 吉田 隼人清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B490＋ 4 56．2クビ 25．2�
35 アースエンジェル 牝4青鹿53 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 440－ 4 〃 クビ 7．9	
815 ギャラクシーエクス 牡5黒鹿54 加藤 祥太 
サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 478± 0 56．3クビ 8．5�
23 サンクタリリアス 牝4芦 51 西村 太一
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 478＋ 6 56．4� 138．3�
612 メランコリア 牝4栗 52 西田雄一郎
ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 474－ 4 56．5� 33．4
47 	 ロケットダッシュ 牡6鹿 55 勝浦 正樹 
キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 498± 0 〃 アタマ 14．4�
611 スマートエビデンス 牡5鹿 55 北村 友一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 526－ 6 〃 クビ 3．9�
59 
 ウチデノコヅチ 牝4栗 51 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 450± 0 56．6クビ 95．8�
714 ア ン ミ 牝4鹿 52 木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 4 〃 クビ 14．0�
24 エルカミーノレアル 牡5鹿 56 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 496＋ 4 56．81� 5．6�
36 タニセンジャッキー 牡7鹿 53 宮崎 北斗染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B482－ 2 57．0� 215．0�
11 ヨシカワクン 牝6鹿 53 木幡 巧也井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B450＋10 57．42� 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，434，200円 複勝： 60，461，300円 枠連： 42，077，300円
馬連： 149，821，300円 馬単： 63，520，400円 ワイド： 68，962，600円
3連複： 221，435，700円 3連単： 287，297，500円 計： 938，010，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 450円 � 580円 枠 連（1－8） 2，080円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 10，050円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 2，010円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 33，360円 3 連 単 ��� 169，610円

票 数

単勝票数 計 444342 的中 � 52346（3番人気）
複勝票数 計 604613 的中 � 63794（3番人気）� 34469（8番人気）� 25506（10番人気）
枠連票数 計 420773 的中 （1－8） 15647（11番人気）
馬連票数 計1498213 的中 �� 20527（24番人気）
馬単票数 計 635204 的中 �� 4737（45番人気）
ワイド票数 計 689626 的中 �� 9585（24番人気）�� 8906（25番人気）�� 3832（60番人気）
3連複票数 計2214357 的中 ��� 4977（130番人気）
3連単票数 計2872975 的中 ��� 1228（656番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．9―10．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．1―33．0―43．7

上り4F44．3－3F34．0
勝馬の
紹 介

ハ ッ シ ュ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 中京4着

2011．3．30生 牝5芦 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 20戦4勝 賞金 53，091，000円
※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） 1頭 レヴァンタール号
（非抽選馬） 6頭 アドマイヤサブリナ号・オーネットサクセス号・カシノインカローズ号・クリノスイートピー号・セイウンチカラ号・

ポルボローネ号

14012 4月30日 小雨 良 （28新潟1）第1日 第12競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 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 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 パリカラノテガミ 牡5鹿 57 石橋 脩嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 440－ 81：48．6 2．8�
710 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 456± 0 〃 クビ 3．1�
44 � ミスズダンディー 牡4鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 454－ 81：48．91� 46．5�
812 アドマイヤアロマ 牝5栗 55 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 アタマ 17．5�
55 コメットシーカー 牡6鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 41：49．0クビ 12．5�
811 レジメンタル 牡4栗 57 丸山 元気	G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444＋ 61：49．1� 6．2

56 スカーレットデビル 牡4鹿 57 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478＋ 21：49．2� 18．8�
11 コーラルタワー 牡6黒鹿57 長岡 禎仁田和 廣通氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 448－ 81：49．3� 15．9�
68 サトノファンタス 牡4鹿 57 勝浦 正樹里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 422－ 41：49．4クビ 110．8
33 クローディオ 牡4鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 8．4�
67 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 450± 01：49．71� 83．4�
79 アイファーマグオー 牡4栗 57 熊沢 重文中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 492－ 2 〃 アタマ 82．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，870，000円 複勝： 35，954，100円 枠連： 15，672，900円
馬連： 67，095，200円 馬単： 33，625，300円 ワイド： 33，964，700円
3連複： 80，770，900円 3連単： 146，304，100円 計： 440，257，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 740円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，580円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 268700 的中 � 74292（1番人気）
複勝票数 計 359541 的中 � 91955（1番人気）� 71960（2番人気）� 7533（9番人気）
枠連票数 計 156729 的中 （2－7） 29780（1番人気）
馬連票数 計 670952 的中 �� 144442（1番人気）
馬単票数 計 336253 的中 �� 34708（1番人気）
ワイド票数 計 339647 的中 �� 49677（1番人気）�� 4846（22番人気）�� 2694（29番人気）
3連複票数 計 807709 的中 ��� 10653（20番人気）
3連単票数 計1463041 的中 ��� 5751（58番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．6―13．1―12．4―12．1―11．1―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．8―50．9―1：03．3―1：15．4―1：26．5―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．2
3 5，6，2，10－（4，11）（1，8）12，9－3，7 4 ・（5，6）（2，10）（4，11）（1，8，12）（9，3）7

勝馬の
紹 介

パリカラノテガミ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．10 東京9着

2011．5．14生 牡5鹿 母 シンコウローズ 母母 ピンクタートル 16戦3勝 賞金 36，557，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（28新潟1）第1日 4月30日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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
6，260，000円
1，510，000円
17，880，000円
64，310，500円
5，965，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
242，263，900円
362，359，100円
169，339，800円
548，395，100円
289，819，800円
305，177，000円
757，813，400円
1，094，692，700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 3，769，860，800円

総入場人員 12，229名 （有料入場人員 11，097名）
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