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14025 5月7日 雨 稍重 （28新潟1）第3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 （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

711 クラウンフレイム 牡4鹿 59 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 488± 03：11．4 3．4�
69 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 492－ 23：11．71� 5．0�
11 � 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 444－ 23：13．08 22．2�
812 スマートギア 牡11栗 60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 474＋ 23：13．1� 2．8�
710 ツジスーパーサクラ 牝4芦 57 植野 貴也辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 83：13．63 20．9�
44 テイエムオドロキ 牝5栗 58 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 464＋ 43：14．23� 20．4	
68 サーシスリーフ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 490－ 63：14．41� 17．1

813� トーセンスラッガー 牡4黒鹿59 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 458＋ 63：15．25 28．1�
33 ツカサブレイブ 牡4青鹿59 西谷 誠中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 468－103：17．0大差 18．5
57 クラウンテイラー 牡4鹿 59 石神 深一�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 460＋ 43：17．63� 75．2�
45 � メイショウインロウ 牡7栗 60 森 一馬松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 522－ 83：20．6大差 11．6�
56 サードグラッド 牡4黒鹿59 大江原 圭吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 494＋ 43：20．81� 58．2�
22 デンコウコハク 牝4栗 57 田村 太雅田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 460± 0 （競走中止） 76．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 8，259，700円 複勝： 11，877，800円 枠連： 6，953，000円
馬連： 19，391，800円 馬単： 13，009，800円 ワイド： 13，564，700円
3連複： 33，663，700円 3連単： 45，592，000円 計： 152，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 160円 � 510円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 340円 �� 970円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 82597 的中 � 18991（2番人気）
複勝票数 計 118778 的中 � 26439（2番人気）� 21801（3番人気）� 4050（9番人気）
枠連票数 計 69530 的中 （6－7） 9489（3番人気）
馬連票数 計 193918 的中 �� 18624（3番人気）
馬単票数 計 130098 的中 �� 6489（4番人気）
ワイド票数 計 135647 的中 �� 11624（3番人気）�� 3393（8番人気）�� 2363（20番人気）
3連複票数 計 336637 的中 ��� 5354（19番人気）
3連単票数 計 455920 的中 ��� 1761（47番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 49．4－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウンフレイム �
�
父 オンファイア �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2014．7．27 中京11着

2012．4．5生 牡4鹿 母 ハイフレンドモア 母母 Hi Friend Won 障害：4戦1勝 賞金 12，400，000円
〔競走中止〕 デンコウコハク号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

14026 5月7日 雨 重 （28新潟1）第3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

59 タイセイブラスト 牡3鹿 56
53 ▲木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 500＋ 21：54．8 15．4�

47 メイショウミツタダ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 504－ 81：55．54 4．1�
58 ツジラピテス 牡3栗 56 吉田 隼人辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか シンボリ牧場 472± 0 〃 アタマ 2．3�
814 メイショウエミュー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476－ 8 〃 ハナ 6．9�
23 ベバスカーン 牡3鹿 56 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 520－ 81：56．03 15．2�
46 ネ ク ス ト 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 468－ 21：56．74 115．3�
610 シゲルサツキサバ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 456－ 2 〃 アタマ 42．0	
712 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 488＋ 8 〃 ハナ 8．9�
611 コウエイドルバコ 牡3栗 56 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 508＋ 41：57．12� 27．1�
713 グランデボーボー �3鹿 56 杉原 誠人 グランデオーナーズ 星野 忍 新ひだか 原口牧場 468－ 41：57．2� 41．5�
34 サムライダマシー 牡3鹿 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 466＋121：57．3クビ 20．2�
11 レイホーロイス 牡3黒鹿56 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 474－ 2 〃 ハナ 30．7�
22 サトノシンゲキ �3鹿 56 北村 友一里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 474－221：57．4� 105．7�
815 ユニバーサルソング 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁窪田 康志氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 532＋ 21：58．14 73．7�
35 オタカラハッケン 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本牧場 416－ 61：58．2� 226．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，967，700円 複勝： 18，175，900円 枠連： 7，132，900円
馬連： 25，899，000円 馬単： 14，137，700円 ワイド： 17，421，400円
3連複： 36，186，400円 3連単： 48，626，600円 計： 179，547，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 330円 � 150円 � 130円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 890円 �� 580円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 22，710円

票 数

単勝票数 計 119677 的中 � 6180（6番人気）
複勝票数 計 181759 的中 � 9624（6番人気）� 35534（2番人気）� 42926（1番人気）
枠連票数 計 71329 的中 （4－5） 11170（1番人気）
馬連票数 計 258990 的中 �� 6457（11番人気）
馬単票数 計 141377 的中 �� 1342（24番人気）
ワイド票数 計 174214 的中 �� 4395（10番人気）�� 7056（6番人気）�� 23269（1番人気）
3連複票数 計 361864 的中 ��� 12431（4番人気）
3連単票数 計 486266 的中 ��� 1552（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．0―50．4―1：03．5―1：16．0―1：29．0―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイブラスト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．7．18 福島9着

2013．4．21生 牡3鹿 母 キシュウウインド 母母 ランドローリエ 10戦1勝 賞金 7，550，000円
〔その他〕 レイホーロイス号は，競走中終始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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スフェーン号

第１回 新潟競馬 第３日



14027 5月7日 雨 重 （28新潟1）第3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

610 オ ル ノ ス 牝3芦 54
51 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 438－121：12．0 3．0�

814 ハヤブサレディゴー 牝3栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480－ 2 〃 クビ 2．6�
611 トルシュローズ 牝3栗 54 熊沢 重文�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 452－ 21：12．31� 8．4�
46 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 438－ 21：12．93� 13．8�
22 シ ガ リ ロ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 B452－ 81：13．0� 37．1	
712 レパーズタウン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 426－ 41：13．1� 6．1

713 リフレクシブラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 476± 01：13．52� 106．9�
23 ジョイフルデイズ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 平取 坂東牧場 430－ 61：13．81� 22．9�
58 ミ ョ ウ ジ ュ 牝3芦 54

52 △井上 敏樹久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 414± 01：14．12 207．9
35 レッドビアンカ 牝3芦 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434－121：14．2� 22．6�
34 ロングブリオ 牝3鹿 54 中谷 雄太中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 448－ 4 〃 クビ 39．9�
47 カ タ オ モ イ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 448＋ 21：14．62� 227．6�
11 メイショウフェスタ 牝3栗 54 �島 良太松本 好�氏 角田 晃一 むかわ 佐久間 孝司 418－ 41：14．81� 331．2�
815 サツキハイセンス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也小野 博郷氏 牧 光二 新冠 安達 洋生 420＋ 21：15．33 40．2�
59 ブランレーヌ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也宮崎忠比古氏 田中 清隆 新ひだか 田湯牧場 436－ 6 （競走中止） 186．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，739，000円 複勝： 18，988，500円 枠連： 8，798，000円
馬連： 25，971，200円 馬単： 15，897，100円 ワイド： 16，998，800円
3連複： 34，584，400円 3連単： 51，503，400円 計： 187，480，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 210円 �� 670円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 計 147390 的中 � 38675（2番人気）
複勝票数 計 189885 的中 � 43471（2番人気）� 44006（1番人気）� 16390（5番人気）
枠連票数 計 87980 的中 （6－8） 21791（1番人気）
馬連票数 計 259712 的中 �� 48579（1番人気）
馬単票数 計 158971 的中 �� 13943（2番人気）
ワイド票数 計 169988 的中 �� 24297（1番人気）�� 5687（7番人気）�� 8414（5番人気）
3連複票数 計 345844 的中 ��� 20531（3番人気）
3連単票数 計 515034 的中 ��� 7473（8番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．4―12．2―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．3―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ル ノ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 With Approval デビュー 2015．10．24 京都5着

2013．4．4生 牝3芦 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 6戦1勝 賞金 11，700，000円
〔競走中止〕 ブランレーヌ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

14028 5月7日 雨 稍重 （28新潟1）第3日 第4競走 ��3，290�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （芝・外内）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減
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

56 ア ロ ヒ ラ ニ 牡7黒鹿59 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450± 03：38．7 4．8�
68 サンライズロイヤル 牡7鹿 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 552＋163：39．33� 8．4�
79 アムールクエスト 牡7鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474－10 〃 クビ 7．1�
22 バトルボンネビル 牡4芦 58 浜野谷憲尚宮川 秋信氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 454－ 4 〃 ハナ 52．2�
55 メイショウセイウン 牡5栗 59 森 一馬松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 490－ 63：39．51� 21．2�
811 テーオーゼウス 牡8黒鹿59 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 502＋ 23：39．6� 55．2	
44 コスモパルダ 牡7青鹿59 山本 康志 �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 506＋ 4 〃 クビ 10．4

812 ダノンゴールド �7黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B528± 03：40．66 2．4�
11 タ ピ エ ス 牡4鹿 58 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 480－ 83：43．4大差 114．0
710 メイショウヨウドウ �8黒鹿61 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 470－ 43：45．010 7．5�
67 セイウンコレット 牝5黒鹿57 ▲原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム B460－ 23：47．0大差 85．4�
33 ミヤコデラックス 牡7鹿 59 江田 勇亮吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B480＋ 6 （競走中止） 19．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，099，800円 複勝： 13，528，800円 枠連： 6，822，800円
馬連： 20，985，300円 馬単： 13，508，100円 ワイド： 13，128，200円
3連複： 33，221，200円 3連単： 48，778，800円 計： 162，073，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 190円 � 180円 枠 連（5－6） 1，350円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 810円 �� 470円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 17，730円

票 数

単勝票数 計 120998 的中 � 20050（2番人気）
複勝票数 計 135288 的中 � 21553（2番人気）� 17858（4番人気）� 20108（3番人気）
枠連票数 計 68228 的中 （5－6） 3896（6番人気）
馬連票数 計 209853 的中 �� 7539（8番人気）
馬単票数 計 135081 的中 �� 2814（11番人気）
ワイド票数 計 131282 的中 �� 4041（10番人気）�� 7565（2番人気）�� 3982（11番人気）
3連複票数 計 332212 的中 ��� 7288（12番人気）
3連単票数 計 487788 的中 ��� 1994（46番人気）
上り 1マイル 1：49．4 4F 53．0－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ヒ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 中山3着

2009．4．20生 牡7黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 障害：3戦2勝 賞金 20，500，000円
〔競走中止〕 ミヤコデラックス号は，5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



14029 5月7日 雨 重 （28新潟1）第3日 第5競走 1，800�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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 マコトクラダリング 牝3鹿 54 石橋 脩�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 490－ 41：48．9 5．5�
611 トウシンスパーク 牡3黒鹿56 丸山 元気�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 8 〃 クビ 10．2�
612 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：49．11� 3．8�
35 シンボリダルク 牝3青鹿54 川須 栄彦シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 454＋ 21：49．31� 27．0�
510 ラ ー ダ ー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 21：49．4� 2．5	
816 アップトゥイレヴン 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：49．5� 26．9

714 グラシアール 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁山口功一郎氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 426－ 61：49．71� 17．3�
713 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 498＋ 6 〃 アタマ 31．0�
59 グランサーブル 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430± 01：50．12� 22．6
12 フラットアプローチ 牝3鹿 54 �島 良太�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 478－ 41：50．84 18．2�
24 ウィンイモン 牝3栗 54

52 △伴 啓太井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 432－ 4 〃 クビ 147．2�
48 サンバーナル �3栗 56 杉原 誠人加藤 信之氏 武井 亮 浦河 中島牧場 444± 01：51．12 191．1�
815 エイシンウィキ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太�栄進堂 西園 正都 浦河 三嶋牧場 490 ―1：51．2クビ 30．0�
36 ゴールデンアトム 牝3青鹿54 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 402＋ 21：52．37 154．4�
47 ノーブルパンドラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎吉木 伸彦氏 松永 康利 浦河 �川 啓一 448－ 81：53．15 313．5�
11 スリーベアハート 牡3鹿 56 北村 友一永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 B478－ 61：57．9大差 133．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，481，600円 複勝： 20，766，600円 枠連： 10，184，400円
馬連： 30，586，700円 馬単： 18，197，800円 ワイド： 20，208，300円
3連複： 44，227，000円 3連単： 58，886，400円 計： 218，538，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 240円 � 160円 枠 連（2－6） 820円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 880円 �� 420円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 154816 的中 � 22420（3番人気）
複勝票数 計 207666 的中 � 32099（3番人気）� 19744（4番人気）� 36733（2番人気）
枠連票数 計 101844 的中 （2－6） 9619（3番人気）
馬連票数 計 305867 的中 �� 8219（9番人気）
馬単票数 計 181978 的中 �� 2695（15番人気）
ワイド票数 計 202083 的中 �� 5538（7番人気）�� 12811（3番人気）�� 10578（4番人気）
3連複票数 計 442270 的中 ��� 11930（5番人気）
3連単票数 計 588864 的中 ��� 2175（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．3―12．4―12．4―12．3―12．3―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．3―47．7―1：00．1―1：12．4―1：24．7―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトクラダリング �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．2 札幌4着

2013．2．17生 牝3鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 6戦1勝 賞金 8，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルパンドラ号・スリーベアハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

6月7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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エメラルドクイーン号・エンジェルサイン号

14030 5月7日 雨 重 （28新潟1）第3日 第6競走 ��1，200�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
1：07．5
1：06．5

良
良

714 ニシノハレブタイ 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 464－121：10．9 164．4�
815� ジングルベルロック 牝3青鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 442＋ 4 〃 ハナ 3．3�
36 ハミルトンパーク 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �コロンバスサークル 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：11．0� 10．3�
23 カゼノシッポ 牝3栗 54 石橋 脩�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 424－ 6 〃 ハナ 7．9�
48 ウィズリーガーデン 牝3栗 54 杉原 誠人吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 448－ 61：11．1� 3．3	
24 プロイエット 牝3栗 54 津村 明秀�橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444－10 〃 クビ 9．0

612 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 486＋ 6 〃 クビ 11．6�
59 クニサキゴメスタア 牝3栗 54 �島 良太國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 464± 01：11．2� 34．0�
12 ビービートゥルー 牝3栗 54 丸田 恭介坂東 勝彦氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 424 ―1：11．51� 168．3
713 マイネルロタシオン 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：11．6クビ 19．7�
47 キセキノムスメ 牝3青鹿54 木幡 初広�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 446－ 61：11．7� 74．3�
611 エクセルレジェンド 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 422－ 2 〃 ハナ 203．0�
816� エ テ 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 450－141：11．91	 13．1�
510� エイシンビリケン 牡3黒鹿56 川須 栄彦�栄進堂 西園 正都 米 Patricia L.

Moseley 524± 01：12．32� 22．0�
35 クリノリーズ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 前川 隆範 410 ―1：12．61� 288．6�
11 ニャントカナル 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 402＋ 41：12．91� 188．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，209，200円 複勝： 24，013，800円 枠連： 10，322，000円
馬連： 30，081，000円 馬単： 16，059，700円 ワイド： 18，956，300円
3連複： 41，015，100円 3連単： 54，597，900円 計： 212，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，440円 複 勝 � 3，890円 � 160円 � 250円 枠 連（7－8） 1，630円

馬 連 �� 37，420円 馬 単 �� 95，590円

ワ イ ド �� 9，640円 �� 23，630円 �� 920円

3 連 複 ��� 107，550円 3 連 単 ��� 1，319，440円

票 数

単勝票数 計 172092 的中 � 837（12番人気）
複勝票数 計 240138 的中 � 1146（14番人気）� 50708（1番人気）� 24383（4番人気）
枠連票数 計 103220 的中 （7－8） 4894（6番人気）
馬連票数 計 300810 的中 �� 623（59番人気）
馬単票数 計 160597 的中 �� 126（127番人気）
ワイド票数 計 189563 的中 �� 495（58番人気）�� 201（87番人気）�� 5570（9番人気）
3連複票数 計 410151 的中 ��� 286（189番人気）
3連単票数 計 545979 的中 ��� 30（1484番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノハレブタイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．1．17 中山5着

2013．2．9生 牡3鹿 母 セイウンメイリー 母母 ゴールデンハピネス 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔発走状況〕 ニャントカナル号は，枠入り不良。
〔制裁〕 クニサキゴメスタア号の騎手�島良太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・3番）
※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） 1頭 キョウエイアムール号
（非抽選馬） 5頭 ヴェレーナ号・エルブランシュ号・オレンジガール号・ギャディス号・キョウビジン号



14031 5月7日 曇 重 （28新潟1）第3日 第7競走 1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

57 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434－ 61：54．4 10．3�
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 B420－ 81：54．5� 2．0�
69 � 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 420＋ 21：54．71� 161．3�
33 マイティーハニー 牝4芦 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 クビ 3．1�
710 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 456＋ 2 〃 ハナ 71．0	
813 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 452＋ 21：54．8クビ 18．7

711 ニシノプレシャス 牝4栗 55

53 △井上 敏樹西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 438－ 2 〃 クビ 33．3�
68 � ヤ マ ガ ー ル 牝6栗 55

54 ☆中井 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 532－ 81：54．9� 27．6�
812 カノンブルー 牝4鹿 55 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 452＋ 21：55．0クビ 9．3
45 ノーブルガイア 牝7黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也菅波立知子氏 土田 稔 日高 富川田中牧場 452－ 2 〃 クビ 76．4�
44 アイヅラブリー 牝5鹿 55 丸山 元気真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 482＋ 61：55．1クビ 148．7�
22 ソムニアシチー 牝6鹿 55

53 △加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B446± 01：55．41� 33．2�
56 サカジロビューティ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼ロイヤルパーク 中竹 和也 日高 シンボリ牧場 446＋ 61：57．010 17．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，029，300円 複勝： 17，927，300円 枠連： 9，142，800円
馬連： 27，125，000円 馬単： 17，200，100円 ワイド： 18，682，400円
3連複： 37，487，400円 3連単： 64，312，100円 計： 207，906，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 180円 � 150円 � 1，370円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 410円 �� 7，140円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 21，170円 3 連 単 ��� 114，840円

票 数

単勝票数 計 160293 的中 � 12411（4番人気）
複勝票数 計 179273 的中 � 28039（3番人気）� 40264（1番人気）� 2236（12番人気）
枠連票数 計 91428 的中 （1－5） 8506（3番人気）
馬連票数 計 271250 的中 �� 19605（2番人気）
馬単票数 計 172001 的中 �� 3943（10番人気）
ワイド票数 計 186824 的中 �� 13032（2番人気）�� 627（48番人気）�� 1552（29番人気）
3連複票数 計 374874 的中 ��� 1328（57番人気）
3連単票数 計 643121 的中 ��� 406（294番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―12．9―12．4―12．1―12．9―13．1―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．4―49．3―1：01．7―1：13．8―1：26．7―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．6
1
3
10（1，3）－6－7－2－11－（4，13）－（5，12）－8－9・（10，1）3（7，6）－2，11（4，13）（5，12，8）－9

2
4

・（10，1）3，6－7－2－11，4，13（5，12）－8，9・（10，1）3，7－6，2－（4，11，13）5（12，8）－9
勝馬の
紹 介

パパラヴズマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．8．30 札幌5着

2012．3．26生 牝4青鹿 母 プリモタイム 母母 キ ハ ク 20戦2勝 賞金 22，900，000円

14032 5月7日 曇 重 （28新潟1）第3日 第8競走 1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

814� テキスタイルアート �4青鹿 57
54 ▲原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 474＋ 61：10．2 6．0�

611 エイシンカーニバル 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476＋ 21：11．47 3．4�
11 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514± 01：12．03� 2．6�
23 サンビショップ �4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 448± 0 〃 クビ 18．7�
59 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 490－ 21：12．21� 61．8	
815� キングヴァラール 牡4黒鹿57 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 512－ 21：12．3� 44．7

46 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B524－101：12．4クビ 18．7�
47 ニシノイナズマ 牡5芦 57

55 △加藤 祥太西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 496－ 4 〃 クビ 15．2�
713 カシノキングダム 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B462－ 81：12．71� 182．1
712 ユキノラムセス 牡9栗 57

54 ▲木幡 巧也井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 468± 0 〃 クビ 155．7�
610 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472＋ 41：12．91 44．7�
22 ロードメビウス 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 516＋ 41：13．11� 29．4�
58 ディスティニーガイ 牡4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 484－ 41：13．52 8．0�
35 トーホウパルサー 牡5栗 57

55 △伴 啓太東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 B532＋181：14．03 78．9�
34 ランパスキャット 牡6黒鹿 57

55 △長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 512＋ 61：15．38 149．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，942，500円 複勝： 24，627，500円 枠連： 10，339，300円
馬連： 36，478，600円 馬単： 18，644，500円 ワイド： 23，042，200円
3連複： 49，030，900円 3連単： 71，173，100円 計： 254，278，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 930円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 390円 �� 360円 �� 220円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 209425 的中 � 27598（3番人気）
複勝票数 計 246275 的中 � 35386（3番人気）� 48540（2番人気）� 56170（1番人気）
枠連票数 計 103393 的中 （6－8） 8581（3番人気）
馬連票数 計 364786 的中 �� 26794（3番人気）
馬単票数 計 186445 的中 �� 6090（7番人気）
ワイド票数 計 230422 的中 �� 13832（4番人気）�� 15257（2番人気）�� 29171（1番人気）
3連複票数 計 490309 的中 ��� 40644（1番人気）
3連単票数 計 711731 的中 ��� 8483（10番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．6―45．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．6
3 ・（10，11）14－9（1，4，8）5（2，12）（6，7，3）－13，15 4 ・（10，11）14－（1，4，9，8）（5，12）2（6，7，3）－13－15

勝馬の
紹 介

�テキスタイルアート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード

2012．4．2生 �4青鹿 母 リバティープリント 母母 エアリバティー 8戦1勝 賞金 12，100，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランパスキャット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月7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 シンボリネルソン号



14033 5月7日 曇 重 （28新潟1）第3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

812 トミケンシェルフ 牡4栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 478－ 41：54．2 2．1�
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 446± 01：54．3� 14．0�
11 サトノイクシード 牡6鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－ 8 〃 アタマ 17．2�
813 コスモバーダン 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 506－ 41：54．62 19．7�
33 オアフライダー 牡6鹿 57

54 ▲木幡 巧也 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B490－ 21：54．91� 36．5�
68 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 420＋ 61：55．11� 47．9	
69 モ ー グ リ 牡4栗 57

55 △加藤 祥太大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 544± 0 〃 ハナ 38．9

710 マコトグランドゥ 牡4栗 57 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 478± 01：55．31 76．0�
711 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 474± 01：55．72� 8．2
56 � 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＋ 61：55．8� 5．2�
45 ロウアンドロウ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B482－141：56．33 11．6�
44 マコトグロズヌイ 牡5芦 57 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 522－121：57．15 8．0�
57 � フランクジョイ 牡4芦 57

55 △長岡 禎仁坂本 万夫氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 486＋ 21：57．63 200．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，842，500円 複勝： 25，897，600円 枠連： 9，989，300円
馬連： 34，186，000円 馬単： 19，029，500円 ワイド： 21，077，700円
3連複： 45，979，300円 3連単： 72，083，900円 計： 247，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 260円 � 310円 枠 連（2－8） 1，340円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 430円 �� 700円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 188425 的中 � 68598（1番人気）
複勝票数 計 258976 的中 � 67515（1番人気）� 22350（4番人気）� 17398（6番人気）
枠連票数 計 99893 的中 （2－8） 5768（4番人気）
馬連票数 計 341860 的中 �� 19181（4番人気）
馬単票数 計 190295 的中 �� 7273（4番人気）
ワイド票数 計 210777 的中 �� 13291（3番人気）�� 7643（6番人気）�� 3569（19番人気）
3連複票数 計 459793 的中 ��� 8449（12番人気）
3連単票数 計 720839 的中 ��� 3682（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．4―13．0―12．2―12．3―13．2―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．3―49．3―1：01．5―1：13．8―1：27．0―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．4
1
3
・（4，5）13，12－（6，7，11）－2－9（1，8，10）3
4（5，13）（12，11）1（6，3）（7，9）2，10－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシェルフ �
�
父 サイレントディール �

�
母父 ウイングアロー デビュー 2014．7．6 福島11着

2012．2．27生 牡4栗 母 アグリフェスタ 母母 カオリスマイル 15戦2勝 賞金 25，630，000円

14034 5月7日 晴 重 （28新潟1）第3日 第10競走 ��2，000�
か す が や ま

春 日 山 特 別
発走14時50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 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

55 イイデフューチャー 牡5黒鹿57 北村 友一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 466± 02：01．0 9．4�
66 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 丸山 元気土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 468＋ 82：01．31� 15．2�
22 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57 石橋 脩�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 62：01．4� 1．8�
77 � ストリートオベロン 牡4黒鹿57 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 468＋ 42：01．5クビ 19．8�
11 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 466－ 4 〃 クビ 53．2	
810 アートフェスタ 牡5黒鹿57 丹内 祐次森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 498＋ 4 〃 ハナ 10．2

78 � クリールハヤテ 牡7栗 57 横山 和生横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 478－ 42：01．6クビ 44．5�
33 ロードグリッター 牡4栗 57 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 480－ 42：01．81	 5．3�
44 メイショウミソラ 牝4栗 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 450－ 22：01．9クビ 7．7
89 ネルトスグアサ 牡6黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 466－ 42：02．11
 30．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，368，100円 複勝： 28，043，300円 枠連： 10，212，700円
馬連： 43，539，000円 馬単： 29，939，300円 ワイド： 26，303，000円
3連複： 59，270，100円 3連単： 119，942，800円 計： 338，618，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 270円 � 110円 枠 連（5－6） 6，380円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 550円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 41，840円

票 数

単勝票数 計 213681 的中 � 18027（4番人気）
複勝票数 計 280433 的中 � 26633（4番人気）� 19551（6番人気）� 94118（1番人気）
枠連票数 計 102127 的中 （5－6） 1240（22番人気）
馬連票数 計 435390 的中 �� 6099（19番人気）
馬単票数 計 299393 的中 �� 2025（36番人気）
ワイド票数 計 263030 的中 �� 3958（20番人気）�� 12487（5番人気）�� 15830（4番人気）
3連複票数 計 592701 的中 ��� 10342（14番人気）
3連単票数 計1199428 的中 ��� 2078（139番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―12．3―12．8―12．6―12．1―11．8―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―35．8―48．1―1：00．9―1：13．5―1：25．6―1：37．4―1：48．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデフューチャー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2013．11．9 東京3着

2011．4．3生 牡5黒鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 22戦3勝 賞金 42，874，000円
〔その他〕 ロードグリッター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロードグリッター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年6月7日まで出走できない。



14035 5月7日 晴 重 （28新潟1）第3日 第11競走 ��1，000�
しゅんぷう

駿風ステークス
発走15時25分 （芝・直線）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000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

713 プリンセスムーン 牝6栗 55 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B488－ 8 56．1 3．8�
59 ラインミーティア 牡6鹿 57 木幡 初広大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 476＋ 4 56．31� 32．9�
611 ブライトチェリー 牝6芦 55 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 476－ 6 〃 クビ 17．1�
815 レッドキャンティー 牝5栗 55 丹内 祐次�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 428－16 56．4クビ 15．5�
47 アブマーシュ 牝7鹿 55 横山 和生伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 480－ 8 〃 クビ 20．7�
612 ファンファーレ 牝5栗 55 西田雄一郎清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B488－ 2 56．61 19．8	
48 サンクタリリアス 牝4芦 55 西村 太一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 470－ 8 〃 クビ 202．9

35 � アースゼウス 牡6栗 57 丸田 恭介 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

512－ 4 56．91� 12．3�
816 カシノワルツ 牝6黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B452－ 6 〃 クビ 9．1
510 ヴァイサーリッター 牡5芦 57 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474－14 57．0	 8．7�
714 フクノドリーム 牝5栗 55 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488＋ 2 57．1	 3．4�
24 エイシンライダー 牡4黒鹿57 石橋 脩�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494－ 4 57．31 47．6�
23 スペルオンミー 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 556＋ 4 〃 クビ 29．9�
12 ペイシャフェリス 牝5鹿 55 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 446－ 8 57．4クビ 16．9�
36 ワ ー ル ン ガ 牡6栗 57 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 4 57．71� 108．5�
11 シャトルアップ 
8栗 57 津村 明秀広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 496－16 58．01� 56．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，574，100円 複勝： 49，916，500円 枠連： 45，760，800円
馬連： 149，978，800円 馬単： 65，270，300円 ワイド： 66，062，200円
3連複： 222，458，800円 3連単： 304，389，800円 計： 944，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 600円 � 450円 枠 連（5－7） 850円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，040円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 20，150円 3 連 単 ��� 105，430円

票 数

単勝票数 計 405741 的中 � 83285（2番人気）
複勝票数 計 499165 的中 � 108930（1番人気）� 17554（11番人気）� 24511（8番人気）
枠連票数 計 457608 的中 （5－7） 41434（4番人気）
馬連票数 計1499788 的中 �� 19453（19番人気）
馬単票数 計 652703 的中 �� 5101（30番人気）
ワイド票数 計 660622 的中 �� 9738（20番人気）�� 16854（6番人気）�� 3397（57番人気）
3連複票数 計2224588 的中 ��� 8276（64番人気）
3連単票数 計3043898 的中 ��� 2093（341番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．5―33．5―44．3

上り4F43．9－3F33．6
勝馬の
紹 介

プリンセスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．3．26生 牝6栗 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 21戦5勝 賞金 78，872，000円

14036 5月7日 晴 重 （28新潟1）第3日 第12競走 ��1，200�
ゆ ざ わ

湯 沢 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

22 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＋ 81：09．6 41．3�
56 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 西田雄一郎亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 442＋ 6 〃 クビ 4．2�
813� エナジータウン 牡4鹿 57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 460± 0 〃 ハナ 29．8�
68 オメガタックスマン 牡4鹿 57 北村 友一原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 61：09．7クビ 12．9�
710 ト キ ワ 牝4鹿 55 石橋 脩田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 460－ 21：09．8� 12．8�
44 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444± 0 〃 ハナ 3．2	
11 オートクレール 牝5栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 430＋10 〃 クビ 15．1

33 ゲンキチハヤブサ 	4栗 57 岩崎 翼荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 460－ 41：09．9� 16．0�
812 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 津村 明秀�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：10．11
 5．6
57 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 446＋ 61：10．41� 7．5�
45 ケントヒーロー 牡6栗 57 加藤 祥太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 482－121：10．5� 43．6�
69 レッドランタン 牝4青鹿55 中井 裕二 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 472－ 61：10．71
 32．8�

（12頭）
711� ア ト リ エ 牝4栗 55 横山 和生水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 442＋ 1 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，079，600円 複勝： 37，276，100円 枠連： 19，085，200円
馬連： 68，486，900円 馬単： 31，745，100円 ワイド： 38，781，300円
3連複： 88，733，300円 3連単： 131，258，600円 計： 444，446，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 820円 � 200円 � 770円 枠 連（2－5） 5，850円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 25，710円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 6，580円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 80，760円 3 連 単 ��� 684，620円

票 数

単勝票数 差引計 290796（返還計 1859） 的中 � 5627（11番人気）
複勝票数 差引計 372761（返還計 3185） 的中 � 10300（11番人気）� 62416（2番人気）� 11104（10番人気）
枠連票数 差引計 190852（返還計 429） 的中 （2－5） 2525（19番人気）
馬連票数 差引計 684869（返還計 14233） 的中 �� 5534（38番人気）
馬単票数 差引計 317451（返還計 5889） 的中 �� 926（87番人気）
ワイド票数 差引計 387813（返還計 8257） 的中 �� 6900（18番人気）�� 1490（61番人気）�� 3990（31番人気）
3連複票数 差引計 887333（返還計 31042） 的中 ��� 824（179番人気）
3連単票数 差引計1312586（返還計 39811） 的中 ��� 139（1168番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．5―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 13（2，9）6，1（4，7）3（12，8）5－10 4 13，9（2，6）（1，4，7）（3，12，8）（5，10）

勝馬の
紹 介

ショウナンマキシム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．1．19生 牝4鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 10戦2勝 賞金 17，372，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 アトリエ号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 ショウナンマキシム号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



（28新潟1）第3日 5月7日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 12回 出走頭数 166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

186，270，000円
1，270，000円
6，060，000円
1，390，000円
18，690，000円
61，419，500円
5，771，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
226，593，100円
291，039，700円
154，743，200円
512，709，300円
272，639，000円
294，226，500円
725，857，600円
1，071，145，400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 3，548，953，800円

総入場人員 8，064名 （有料入場人員 6，912名）
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