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14085 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8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）

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 アデレードヒル 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 458± 01：12．0 40．6�
46 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 482＋ 21：12．42� 1．9�
814 リバティークイーン 牝3黒鹿54 丸田 恭介平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 454＋ 41：12．61� 6．3�
34 ダズリングベリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 日高 槇本牧場 508 ―1：13．02 17．6�
35 セトノチーター 牝3栗 54 菱田 裕二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 440－ 2 〃 ハナ 15．5�
22 メイショウレオネス 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁松本 好	氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 430± 01：13．1クビ 25．2

23 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 436＋ 6 〃 クビ 25．4�
59 マーブルフレンテ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 490＋221：13．42 12．9�
712 コ マ ユ 牝3鹿 54 内田 博幸稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 444＋ 81：13．82� 15．6
11 オヒアレフア 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 446＋ 61：13．9クビ 60．3�
611 コ ド ウ 牝3栗 54 宮崎 北斗島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 420＋ 2 〃 ハナ 119．4�
610 ワンダープニヒール 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 438＋10 〃 クビ 8．6�
47 マイエクトミューズ 牝3栗 54 勝浦 正樹尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 478＋ 21：14．0� 66．7�
815 イエロースター 牝3栗 54

51 ▲原田 和真 M・
Kenichiホールディング� 池上 昌弘 日高 長谷部牧場 494± 01：14．42� 17．7�

58 フェアリーレディ 牝3黒鹿54 黛 弘人菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 438＋ 41：15．78 450．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，015，100円 複勝： 30，271，500円 枠連： 8，726，200円
馬連： 36，408，800円 馬単： 19，485，300円 ワイド： 25，885，300円
3連複： 56，112，900円 3連単： 69，635，400円 計： 267，540，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 650円 � 110円 � 170円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，510円 �� 260円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 63，580円

票 数

単勝票数 計 210151 的中 � 4133（11番人気）
複勝票数 計 302715 的中 � 6547（11番人気）� 115705（1番人気）� 38596（2番人気）
枠連票数 計 87262 的中 （4－7） 7595（4番人気）
馬連票数 計 364088 的中 �� 6734（14番人気）
馬単票数 計 194853 的中 �� 1140（45番人気）
ワイド票数 計 258853 的中 �� 3847（17番人気）�� 2346（28番人気）�� 31135（1番人気）
3連複票数 計 561129 的中 ��� 5785（25番人気）
3連単票数 計 696354 的中 ��� 794（213番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―12．6―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―46．6―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 14（3，6）（13，7）（15，12）5，9－（2，4）10，8（1，11） 4 14（3，6）（13，7）（5，15，12）9（2，4）－（11，10）8，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アデレードヒル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．25 新潟2着

2013．3．17生 牝3鹿 母 レディビーナス 母母 User Friendly 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 マーブルフレンテ号の騎手木幡巧也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

14086 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第2競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 ナムラバイオレット 牝3栗 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 490＋ 61：21．9 4．4�
48 ジャマイカムーン 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 426＋ 81：22．11� 15．9�
23 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 吉田 隼人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 520± 01：22．31� 2．5�
815 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 454＋ 21：22．51� 5．6�
612 ショウナンアーリー 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 森田 直行 新冠 富本 茂喜 452－ 21：22．6� 24．9�
47 ベルウッドレオーネ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 富菜牧場 436－ 2 〃 ハナ 104．0	
59 ア オ イ ソ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484± 0 〃 ハナ 7．9

713 ミライヘノサイン 牝3鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 432＋ 41：22．7� 13．1�
714 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 460－ 41：22．8� 64．4�
611 トウケイドライヴ 牡3鹿 56 中谷 雄太木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 458－ 41：23．11� 42．6
36 パステルモーブ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 450＋ 61：23．31� 19．4�
24 フレンドリトル 牡3芦 56 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 B430－ 61：23．4� 34．3�
816 アレグロイモン 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太井門 敏雄氏 松永 康利 新ひだか 坂本 智広 444 ―1：23．5� 306．2�
35 クラウンムーン 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 442＋ 21：23．71� 167．8�
12 ファミリーソング 牝3鹿 54 丸山 元気西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 432＋ 41：26．4大差 86．5�
11 レイジングハート 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：29．7大差 145．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，813，500円 複勝： 19，860，100円 枠連： 7，981，900円
馬連： 27，286，400円 馬単： 16，536，500円 ワイド： 17，851，000円
3連複： 37，670，500円 3連単： 48，381，000円 計： 190，380，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 270円 � 130円 枠 連（4－5） 2，310円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 340円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 24，470円

票 数

単勝票数 計 148135 的中 � 26842（2番人気）
複勝票数 計 198601 的中 � 35246（2番人気）� 13406（6番人気）� 49449（1番人気）
枠連票数 計 79819 的中 （4－5） 2675（10番人気）
馬連票数 計 272864 的中 �� 4699（15番人気）
馬単票数 計 165365 的中 �� 1850（23番人気）
ワイド票数 計 178510 的中 �� 3126（15番人気）�� 14988（2番人気）�� 5453（8番人気）
3連複票数 計 376705 的中 ��� 8511（8番人気）
3連単票数 計 483810 的中 ��� 1433（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―34．8―46．7―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラバイオレット �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2015．8．2 新潟9着

2013．3．30生 牝3栗 母 ナムラテンニョ 母母 トネスボウス 11戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファミリーソング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月22日まで平地競

走に出走できない。
レイジングハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月22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 グレイスノート号

第１回 新潟競馬 第８日



14087 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

35 � マテラリードル 牡3鹿 56 内田 博幸大野 照旺氏 森 秀行 米 E Paul Robsham
Stable LLC 496－141：54．7 4．3�

59 エイシンミサイル 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 500＋ 81：55．01� 4．1�
610 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± 01：55．42� 3．0�
814 ウエヲムイテアルコ 牡3青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 474＋ 8 〃 クビ 6．5�
47 ヤマニンバビルサ 牡3鹿 56 丸田 恭介土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 464± 01：55．82� 48．0�
611 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 41：55．9� 7．8	
22 スマートメダリオン 牡3栗 56 勝浦 正樹トニー倶楽部 吉田 直弘 日高 増尾牧場 B484＋ 21：56．53� 33．7

713� ゴールドエーカー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿前田 幸治氏 和田 正道 米
Cheval Invest,
Hubert Honore &
Crispin de Moubray

492－ 2 〃 ハナ 20．6�
23 ビレッジエンペラー 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也村山 輝雄氏 牧 光二 新冠 川島牧場 488－121：56．82 163．3�
58 カ ブ キ モ ノ 牡3黒鹿56 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 482 ―1：56．9クビ 65．4
815 サンドルトン 牝3鹿 54 横山 和生加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 476＋ 4 〃 ハナ 380．3�
11 フラワーオブライフ 牝3鹿 54 村田 一誠前田 葉子氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：57．11� 30．3�
712 ウィンチケット 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 B446± 01：57．84 268．0�
46 ツクバキセキ 牡3鹿 56 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 片山牧場 430－ 81：57．9� 151．3�
34 ホワイトホイール 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：58．0� 360．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，828，900円 複勝： 23，148，600円 枠連： 8，915，200円
馬連： 30，703，900円 馬単： 15，951，700円 ワイド： 18，838，100円
3連複： 43，031，600円 3連単： 57，425，600円 計： 216，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 170円 � 120円 枠 連（3－5） 1，440円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 188289 的中 � 34601（3番人気）
複勝票数 計 231486 的中 � 31803（3番人気）� 31181（4番人気）� 62579（1番人気）
枠連票数 計 89152 的中 （3－5） 4796（5番人気）
馬連票数 計 307039 的中 �� 16379（5番人気）
馬単票数 計 159517 的中 �� 5720（6番人気）
ワイド票数 計 188381 的中 �� 7092（8番人気）�� 15348（3番人気）�� 16343（2番人気）
3連複票数 計 430316 的中 ��� 25138（2番人気）
3連単票数 計 574256 的中 ��� 5872（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―13．5―12．8―12．7―13．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―50．5―1：03．3―1：16．0―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マテラリードル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Gold Fever デビュー 2016．1．24 京都9着

2013．3．15生 牡3鹿 母 Yellow Heat 母母 The Real Thing 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ツクバキセキ号は，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。

14088 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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 リスヴェリアート 牡6鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 454－ 23：09．1 2．5�
11 シゲルヒノクニ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 500－ 63：09．2� 5．9�
34 � ポールシッター �6青鹿60 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 43：09．62	 5．9�
712 ア ビ ス コ 牡6芦 60 金子 光希金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 488＋ 43：09．7クビ 21．5�
711 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 490－ 43：10．02 5．5�
45 チョウゴキゲン 牡4黒鹿59 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 520－ 2 〃 ハナ 13．5	
610 ネオザウイナー 牡8青鹿60 高田 潤小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 83：10．74 14．2

813� アースミッション 牡6栗 60 上野 翔前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442± 03：11．65 107．9�
46 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 高野 和馬田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 496－ 63：11．91� 10．9�
57 テイエムソラトブ 牡4栗 59 江田 勇亮竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 470－ 23：12．11 210．5
814 ダイゴサクラ 牝4鹿 57 黒岩 悠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 464± 03：13．59 50．9�
58 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 444＋ 43：14．45 134．0�
33 マクベスバローズ 牡6黒鹿60 中村 将之猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 464＋ 23：20．9大差 49．3�

（13頭）
22 ボーイフレンド 牡7栗 60 平沢 健治北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，371，200円 複勝： 15，253，200円 枠連： 8，492，500円
馬連： 23，419，100円 馬単： 13，837，200円 ワイド： 14，239，100円
3連複： 37，627，400円 3連単： 54，435，400円 計： 180，675，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連（1－6） 830円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 差引計 133712（返還計 119） 的中 � 41699（1番人気）
複勝票数 差引計 152532（返還計 207） 的中 � 35022（1番人気）� 26159（2番人気）� 17554（4番人気）
枠連票数 差引計 84925（返還計 290） 的中 （1－6） 7883（4番人気）
馬連票数 差引計 234191（返還計 694） 的中 �� 20456（2番人気）
馬単票数 差引計 138372（返還計 354） 的中 �� 6667（2番人気）
ワイド票数 差引計 142391（返還計 534） 的中 �� 13322（1番人気）�� 10819（3番人気）�� 5687（7番人気）
3連複票数 差引計 376274（返還計 3099） 的中 ��� 19080（3番人気）
3連単票数 差引計 544354（返還計 3013） 的中 ��� 7379（5番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．2－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リスヴェリアート �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．2 阪神3着

2010．5．13生 牡6鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 障害：6戦1勝 賞金 14，950，000円
〔出走取消〕 ボーイフレンド号は，疾病〔左前屈腱部打撲傷〕のため出走取消。
※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 スズカチャンプ号・ソリッドアクシス号・ツカサブレイブ号・ビッグプレゼンター号・メイショウトキムネ号



14089 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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

612 ステファンバローズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 462± 01：46．5 1．9�
11 ブラックハウス �3鹿 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 81：47．67 18．0�
611 トウシンゼファー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482± 01：47．7� 15．0�
35 レ ネ レ イ ド 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋101：48．02 40．3�
510 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± 01：48．31� 5．3	
48 アンジェリカス 牝3栗 54 中谷 雄太 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 490－ 81：48．51� 91．4

23 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 424－ 21：48．6� 108．3�
24 ロ グ ラ イ ン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－141：48．7� 335．5�

12 キングスナップ 牡3栗 56
53 ▲原田 和真村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 468－ 4 〃 ハナ 274．0

815 シゲルサメイワシ 牡3鹿 56
54 △伴 啓太森中 蕃氏 松永 康利 浦河 大道牧場 432－ 2 〃 ハナ 114．1�

47 シゲルコブダイ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 414＋ 4 〃 アタマ 134．3�

713 ミッレミリア 牡3栃栗 56
53 ▲木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 440＋ 21：49．02 5．0�

714 メイショウカネミツ 牡3鹿 56 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 482－ 21：49．21� 179．7�
36 ウエスタンボルト �3鹿 56 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 454－ 21：49．83� 8．3�
59 マイガーディアン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：51．07 134．0�
816 マイネルサングリア 牡3青鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 4 〃 ハナ 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，951，500円 複勝： 24，934，800円 枠連： 8，648，000円
馬連： 31，714，700円 馬単： 18，928，900円 ワイド： 19，830，700円
3連複： 47，958，800円 3連単： 67，884，900円 計： 237，852，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 280円 � 290円 枠 連（1－6） 1，780円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 640円 �� 440円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 23，100円

票 数

単勝票数 計 179515 的中 � 75001（1番人気）
複勝票数 計 249348 的中 � 78289（1番人気）� 17894（5番人気）� 16615（6番人気）
枠連票数 計 86480 的中 （1－6） 3757（8番人気）
馬連票数 計 317147 的中 �� 12071（7番人気）
馬単票数 計 189289 的中 �� 3841（12番人気）
ワイド票数 計 198307 的中 �� 8037（6番人気）�� 12193（4番人気）�� 2471（16番人気）
3連複票数 計 479588 的中 ��� 5946（14番人気）
3連単票数 計 678849 的中 ��� 2130（61番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―11．9―12．0―12．1―11．7―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．7―47．6―59．6―1：11．7―1：23．4―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステファンバローズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2015．11．15 京都9着

2013．4．6生 牡3黒鹿 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール 8戦1勝 賞金 12，050，000円
〔その他〕 マイネルサングリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイガーディアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月22日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルサングリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年6月22日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジェネスローズ号・プレシャスタイム号

14090 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時30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

35 トミケンキルカス 牡4栗 57 柴山 雄一冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 506＋ 21：12．3 10．8�
712 オーロラッシュ 牡4鹿 57 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442± 0 〃 クビ 14．4�
713 レンズフルパワー 牡4鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 502－ 2 〃 アタマ 14．2�
58 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 454＋ 6 〃 アタマ 27．3�
34 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 474－ 21：12．51� 1．9�
815 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 B462－ 21：13．03 24．7

610� 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± 01：13．32 9．7�
814 アラマサクロフネ 牝5鹿 55 勝浦 正樹	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 518± 01：13．4クビ 5．9�
11 キースカーフ 牝4鹿 55 菱田 裕二北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 444－ 81：13．61	 156．3
59 
 ライブリヘイロー 牝6鹿 55 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 486－ 21：13．7クビ 121．3�
23 �
 エーシンサミット 牡6黒鹿 57

55 △長岡 禎仁野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur
Farms, Inc. B524－ 21：13．8	 206．0�

611
 メガミチャン 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 14．1�

22 ゴマスリオトコ 牡4黒鹿 57
55 △加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 514－ 21：14．01	 40．2�

47 アスターペニー 牝4鹿 55 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 444＋ 81：14．1クビ 382．9�
46 ビリーヴザワン �5鹿 57

54 ▲原田 和真岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 482＋10 〃 ハナ 21．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，621，300円 複勝： 26，067，400円 枠連： 11，038，600円
馬連： 29，998，500円 馬単： 17，019，000円 ワイド： 22，427，100円
3連複： 43，895，300円 3連単： 58，461，500円 計： 227，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 350円 � 340円 � 410円 枠 連（3－7） 560円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，750円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 15，800円 3 連 単 ��� 98，560円

票 数

単勝票数 計 186213 的中 � 13784（4番人気）
複勝票数 計 260674 的中 � 19498（4番人気）� 20601（3番人気）� 16072（6番人気）
枠連票数 計 110386 的中 （3－7） 15060（2番人気）
馬連票数 計 299985 的中 �� 4487（16番人気）
馬単票数 計 170190 的中 �� 1179（34番人気）
ワイド票数 計 224271 的中 �� 4862（12番人気）�� 3273（19番人気）�� 3453（18番人気）
3連複票数 計 438953 的中 ��� 2083（50番人気）
3連単票数 計 584615 的中 ��� 430（299番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．4―12．8―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―34．1―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．2
3 ・（1，4）6－10（7，14）－5，8（3，15）11（9，13）（2，12） 4 ・（1，4）6，10，14，7，5，8（3，15）（2，9，11，13）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンキルカス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．14 東京8着

2012．2．22生 牡4栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 13戦2勝 賞金 18，550，000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 カシノトラダマシイ号



14091 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第7競走 2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・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
2：24．6
2：22．1

良
良

48 � スリーヴェローチェ 牡7鹿 57
55 △加藤 祥太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 468－ 42：25．1 17．1�

611 カレンラストショー 牡4栗 57 菱田 裕二鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 428－ 22：25．2� 18．0�
12 チ ャ パ ラ 牡4黒鹿57 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 42：25．3クビ 8．5�
510 マイネルプレッジ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：25．51� 12．5�

23 アグネスマクシム 牝4栗 55
52 ▲木幡 巧也渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 アタマ 7．5�

815 マイネルフレスコ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 42：25．6� 9．3	

11 ウインブルーローズ 牡4鹿 57 津村 明秀�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 480－ 42：25．7� 7．4

36 デバイスドライバー 牡4栗 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 520± 02：25．91� 4．6�
47 シップーコウライ 牡4栗 57 吉田 隼人	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 472＋ 22：26．11� 6．1�
714 マスタープラマー 牡4栗 57

55 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 42：26．52� 190．7
59 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿57 北村 友一中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 476－ 42：26．81� 18．5�
713� エバーハーモニー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 42：27．11� 54．4�
816 ジャングルスコール 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432－ 62：27．52� 29．0�
35 ノーブルガイア 牝7黒鹿 55

53 △長岡 禎仁菅波立知子氏 土田 稔 日高 富川田中牧場 448－ 42：27．92� 140．6�
24 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 488－ 82：29．39 15．4�
612� ブランダルジャン 牝4芦 55 横山 和生河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：29．72� 151．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，928，300円 複勝： 28，733，600円 枠連： 12，881，300円
馬連： 35，170，000円 馬単： 17，854，600円 ワイド： 24，998，400円
3連複： 53，514，400円 3連単： 65，287，900円 計： 255，368，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 420円 � 540円 � 390円 枠 連（4－6） 3，580円

馬 連 �� 11，040円 馬 単 �� 17，750円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 2，610円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 29，360円 3 連 単 ��� 198，880円

票 数

単勝票数 計 169283 的中 � 7896（9番人気）
複勝票数 計 287336 的中 � 18357（8番人気）� 13394（9番人気）� 19978（7番人気）
枠連票数 計 128813 的中 （4－6） 2783（18番人気）
馬連票数 計 351700 的中 �� 2468（50番人気）
馬単票数 計 178546 的中 �� 754（94番人気）
ワイド票数 計 249984 的中 �� 2067（45番人気）�� 2474（40番人気）�� 2709（37番人気）
3連複票数 計 535144 的中 ��� 1367（127番人気）
3連単票数 計 652879 的中 ��� 238（864番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―10．8―11．3―12．1―12．2―12．5―12．5―13．1―13．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．5―34．3―45．6―57．7―1：09．9―1：22．4―1：34．9―1：48．0―2：01．0―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．1
1
3
4＝（12，15）（13，9）14－2，11－8（6，10）－（5，7，1）3＝16
4－15（12，13，9）2（14，6，11）（1，8）（7，10，16）3－5

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

勝馬の
紹 介

�スリーヴェローチェ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム

2009．2．15生 牡7鹿 母 スリーローマン 母母 アコニットローマン 44戦1勝 賞金 40，524，000円
初出走 JRA ［他本会外：3戦0勝］

※ノーブルガイア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14092 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 キ ー タ イ プ 牡4栗 57
55 △長岡 禎仁北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 442± 01：53．3 7．6�

712 シャドウシティー 牡5鹿 57 横山 和生飯塚 知一氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 482＋ 41：53．83 36．9�
22 サトノスーペリア �5黒鹿57 藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 456－141：53．9� 28．4�
611 セプテントリオ �6黒鹿 57

55 △伴 啓太 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：54．22 62．1�

23 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 486＋ 81：54．3� 24．4�
47 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 3．0	
815 バイタルフォルム 牡6黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 506＋101：55．36 8．0

11 � 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 524－ 81：55．4クビ 49．6�
713 デ ィ マ ン ズ �4鹿 57

55 △井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B478－ 4 〃 ハナ 11．8�

46 オアフライダー 牡6鹿 57
54 ▲原田 和真 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B490± 0 〃 アタマ 46．1

35 アサクサニッポン �7青 57 水口 優也田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484－ 21：56．35 151．8�
814 コスモバーダン 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 508＋ 21：56．51	 15．1�
610 ジャズダンサー 牝6栃栗 55

52 ▲木幡 初也�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428－121：56．7� 51．7�
59 シーサイドジャズ 牡4芦 57

54 ▲木幡 巧也金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－ 21：56．91	 4．3�

58 ウイングアクティブ 牡4鹿 57
55 △加藤 祥太池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B454－ 81：58．28 9．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，497，700円 複勝： 23，409，700円 枠連： 11，180，300円
馬連： 32，773，600円 馬単： 16，037，700円 ワイド： 20，645，800円
3連複： 44，073，600円 3連単： 56，490，200円 計： 221，108，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 800円 � 920円 枠 連（3－7） 3，840円

馬 連 �� 11，840円 馬 単 �� 20，450円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 3，120円 �� 10，480円

3 連 複 ��� 65，710円 3 連 単 ��� 319，960円

票 数

単勝票数 計 164977 的中 � 17314（3番人気）
複勝票数 計 234097 的中 � 34566（2番人気）� 6882（10番人気）� 5866（11番人気）
枠連票数 計 111803 的中 （3－7） 2254（15番人気）
馬連票数 計 327736 的中 �� 2144（42番人気）
馬単票数 計 160377 的中 �� 588（73番人気）
ワイド票数 計 206458 的中 �� 1502（38番人気）�� 1720（35番人気）�� 503（80番人気）
3連複票数 計 440736 的中 ��� 503（193番人気）
3連単票数 計 564902 的中 ��� 128（944番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．3―12．8―12．3―12．8―13．6―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．6―48．4―1：00．7―1：13．5―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．8
1
3
15（8，9，10，14）－5，13（1，2）（3，4）－7－6，12－11
15（10，14）（9，5，13，4）7（8，2）11（1，6）3，12

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

勝馬の
紹 介

キ ー タ イ プ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2015．5．30 東京8着

2012．4．15生 牡4栗 母 キーステージ 母母 キ ー ド ー ル 11戦2勝 賞金 18，090，000円
〔制裁〕 キータイプ号の騎手長岡禎仁は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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） 4頭 エニシイチダイ号・ラックアサイン号・レディーピンク号・ワンダーブラザウン号



14093 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

47 ポップオーヴァー 牝4鹿 55 内田 博幸橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462± 01：10．1 2．7�
816 オメガタックスマン 牡4鹿 57 菱田 裕二原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 15．9�
815 コスモイノセント 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 478± 0 〃 クビ 4．7�
23 タカミツスズラン 牝5鹿 55 勝浦 正樹タカミツ� 高橋 裕 日高 新井 弘幸 474＋ 61：10．31� 13．8�
59 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 川島 信二�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－ 6 〃 クビ 21．4	
12 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 北村 友一桑畑 
信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 510－16 〃 アタマ 6．7�
714 ト キ ワ 牝4鹿 55 津村 明秀田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 458－ 2 〃 ハナ 19．3�
24 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 丸山 元気渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 ハナ 13．4
611 コウユーココロザシ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 510± 01：10．4クビ 36．0�
36 スペチアーレ 牝4鹿 55 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 454－101：10．61 31．8�
612 デビュタント 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：10．7� 17．6�
35 コスモマイルール 牝5栗 55

53 △井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 446＋ 8 〃 ハナ 37．4�
510 アルマクレヨン 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 B500＋ 41：10．8� 16．0�
713	 ユキノサンブライト 牝5鹿 55 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 458－121：11．01� 175．0�
11 アサクサリーダー 
4黒鹿57 宮崎 北斗田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462＋ 21：11．1� 176．7�
48 	 マジックベル 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二�杵臼牧場 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 B494＋101：12．27 198．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，986，500円 複勝： 29，566，300円 枠連： 14，712，800円
馬連： 46，779，100円 馬単： 25，050，900円 ワイド： 29，873，000円
3連複： 64，423，200円 3連単： 85，314，600円 計： 316，706，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 300円 � 140円 枠 連（4－8） 560円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 970円 �� 310円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 17，130円

票 数

単勝票数 計 209865 的中 � 60631（1番人気）
複勝票数 計 295663 的中 � 60714（2番人気）� 17974（5番人気）� 66729（1番人気）
枠連票数 計 147128 的中 （4－8） 20175（1番人気）
馬連票数 計 467791 的中 �� 13762（5番人気）
馬単票数 計 250509 的中 �� 5418（6番人気）
ワイド票数 計 298730 的中 �� 7350（7番人気）�� 28323（1番人気）�� 7723（6番人気）
3連複票数 計 644232 的中 ��� 15110（3番人気）
3連単票数 計 853146 的中 ��� 3610（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―11．8―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．4―47．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップオーヴァー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．3．15 中京14着

2012．2．24生 牝4鹿 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 11戦2勝 賞金 21，950，000円

14094 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第10競走 ��2，000�
た か だ じ ょ う

高 田 城 特 別
発走14時40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 539，000円 154，000円 77，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

47 � ピンクブーケ 牝4鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474－212：00．3 3．0�
611 サウンドメモリー 牡5鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 484＋ 42：00．51� 10．3�
24 ミッキーデータ �5鹿 57 加藤 祥太野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516－ 22：00．71	 34．0�
713 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 448＋ 6 〃 アタマ 7．4�
23 スターリーウインド 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 472± 02：00．8
 6．7	
11 � ミスズダンディー 牡4鹿 57 丸山 元気永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 464＋102：00．9	 18．7

12 エアピザレー 牡5栗 57 北村 友一 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 3．9�
815 アイノカケハシ 牝4鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 アタマ 14．0�
59 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 476－ 22：01．32	 93．1
35 � カリテスグレース 牝4黒鹿55 柴山 雄一北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468± 02：01．4クビ 45．9�
816 コスモアルドラ 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 522＋ 22：01．5
 98．1�
714� アンドトゥモロー 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 42：01．71� 118．9�
510� ストリートオベロン 牡4黒鹿57 菱田 裕二門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 464－ 4 〃 クビ 59．0�
36 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 470＋ 42：01．91� 86．8�
48 レッドソレイユ �5鹿 57 木幡 巧也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458－ 42：02．0クビ 19．6�
612� サウスポールツアー 牝4栗 55 木幡 初広海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 424＋ 82：02．85 400．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，760，400円 複勝： 34，958，200円 枠連： 15，825，800円
馬連： 66，286，100円 馬単： 31，633，200円 ワイド： 33，823，100円
3連複： 84，640，700円 3連単： 121，623，000円 計： 414，550，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 220円 � 680円 枠 連（4－6） 1，340円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，840円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 23，310円 3 連 単 ��� 52，390円

票 数

単勝票数 計 257604 的中 � 67488（1番人気）
複勝票数 計 349582 的中 � 62648（1番人気）� 43419（3番人気）� 10203（9番人気）
枠連票数 計 158258 的中 （4－6） 9104（6番人気）
馬連票数 計 662861 的中 �� 32011（4番人気）
馬単票数 計 316332 的中 �� 11704（5番人気）
ワイド票数 計 338231 的中 �� 13168（4番人気）�� 2995（32番人気）�� 1709（50番人気）
3連複票数 計 846407 的中 ��� 2723（73番人気）
3連単票数 計1216230 的中 ��� 1683（162番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．2―12．1―12．5―12．6―12．1―11．7―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．0―49．1―1：01．6―1：14．2―1：26．3―1：38．0―1：48．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピンクブーケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Storm Cat

2012．4．5生 牝4鹿 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle 4戦1勝 賞金 13，939，000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 エリタージュゲラン号・モーグリ号



14095 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第11競走 ��1，000�
い だ て ん

韋駄天ステークス
発走15時20分 （芝・直線）
4歳以上，27．5．23以降28．5．15まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

816 プリンセスムーン 牝6栗 53 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B494＋ 6 54．4 3．4�
713 ネ ロ 牡5栗 57．5 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466－ 2 54．61� 2．5�
48 ローズミラクル 牡6青鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 554± 0 〃 アタマ 13．8�
35 セイコーライコウ 牡9鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 B492－10 〃 クビ 22．5�
611 ミラクルアイドル 牝5黒鹿48 木幡 巧也玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 468－ 2 54．92 29．1�
59 ヤサカオディール 牝7黒鹿50 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 456－ 4 55．0クビ 129．0	
36 モ ル ジ ア ナ 牝4栗 53 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 7．1

47 フレイムヘイロー �8栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 480－ 4 55．21� 33．4�
11 ホウライアキコ 牝5鹿 53 津村 明秀小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 466＋22 〃 クビ 24．5�
12 メイショウハガクレ 牡7鹿 50 �島 克駿松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470－ 4 55．3� 158．0
815 シャトルアップ �8栗 51 加藤 祥太広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド B496± 0 〃 ハナ 61．0�
612 スカイキューティー 牝6黒鹿52 勝浦 正樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 480± 0 〃 ハナ 19．3�
714	 ナンチンノン 牡5栗 55 中谷 雄太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538－ 2 55．4クビ 14．4�
23 レッドキャンティー 牝5栗 50 藤懸 貴志�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 438＋10 55．5� 30．1�
24 	 ヘニーハウンド 牡8栗 55 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 516＋ 2 〃 クビ 87．1�
510 オースミイージー 牡8鹿 53 丸山 元気�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 508＋ 2 〃 アタマ 136．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，716，800円 複勝： 67，357，000円 枠連： 42，985，300円
馬連： 193，362，900円 馬単： 90，222，100円 ワイド： 83，794，600円
3連複： 280，627，000円 3連単： 432，673，500円 計： 1，251，739，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 260円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 230円 �� 820円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 607168 的中 � 142761（2番人気）
複勝票数 計 673570 的中 � 137839（2番人気）� 179343（1番人気）� 45058（4番人気）
枠連票数 計 429853 的中 （7－8） 86304（1番人気）
馬連票数 計1933629 的中 �� 318793（1番人気）
馬単票数 計 902221 的中 �� 72658（2番人気）
ワイド票数 計 837946 的中 �� 111801（1番人気）�� 23206（6番人気）�� 32654（4番人気）
3連複票数 計2806270 的中 ��� 105839（2番人気）
3連単票数 計4326735 的中 ��� 50281（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．7―10．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．5―42．8

上り4F42．6－3F32．6
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 22戦6勝 賞金 102，208，000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 ファンファーレ号

14096 5月22日 晴 良 （28新潟1）第8日 第12競走 1，800�
し ろ う ま だ け

白 馬 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

815 ソルプレーサ 牡4黒鹿57 内田 博幸西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 528＋101：53．4 4．2�
46 コティニャック 牡4青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B530＋ 6 〃 アタマ 3．3�
59 ワイルドコットン 牡5栗 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B498± 01：53．5� 5．0�
814 コスモラヴモア 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 492－ 61：54．03 87．6�
611 アスカクイン 牝5栗 55 菱田 裕二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 492＋ 61：54．1� 22．7�
11 ディアグリスター 牡6鹿 57 北村 友一ディアレストクラブ	 高橋 裕 新冠 松浦牧場 478－10 〃 アタマ 62．3

35 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 柴山 雄一久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 21：54．2� 7．4�
610 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 486＋ 81：54．41 8．4�
47 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：54．61� 22．6
58 キーブランド 牡7鹿 57 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 518＋ 2 〃 クビ 99．2�
713 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440＋ 61：54．7� 51．2�
34 � エルドリッジ 牡6青鹿57 黛 弘人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522± 01：54．8クビ 15．6�
22 メイスンキャプテン 牡7栗 57 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 520＋ 4 〃 アタマ 158．9�
23 オウケンゴールド 牡5栃栗57 加藤 祥太福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B496－ 41：55．33 51．6�
712 ビートゴーズオン 牝5栗 55 柴田 善臣 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：55．4� 43．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，773，100円 複勝： 47，944，400円 枠連： 25，050，300円
馬連： 94，039，200円 馬単： 39，881，700円 ワイド： 45，301，600円
3連複： 121，257，400円 3連単： 173，424，300円 計： 581，672，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 140円 � 150円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 347731 的中 � 66043（2番人気）
複勝票数 計 479444 的中 � 69095（3番人気）� 94592（1番人気）� 85094（2番人気）
枠連票数 計 250503 的中 （4－8） 23254（1番人気）
馬連票数 計 940392 的中 �� 78804（1番人気）
馬単票数 計 398817 的中 �� 15316（4番人気）
ワイド票数 計 453016 的中 �� 27988（3番人気）�� 31856（1番人気）�� 28119（2番人気）
3連複票数 計1212574 的中 ��� 69058（1番人気）
3連単票数 計1734243 的中 ��� 21508（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―13．5―13．3―12．9―13．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．5―50．0―1：03．3―1：16．2―1：29．4―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3
・（3，9）（6，15）－13（4，10）5，8（7，14）（1，11）－12－2・（3，9）15（6，10）（4，5，13）2，11（7，8，14）1，12

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

勝馬の
紹 介

ソルプレーサ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．29 東京2着

2012．4．28生 牡4黒鹿 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 16戦3勝 賞金 36，492，000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。
（非抽選馬） 4頭 ヴィッセン号・ディアブルーダー号・マユキ号・ロゼッタストーン号

３レース目



（28新潟1）第8日 5月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

194，500，000円
1，270，000円
5，580，000円
1，810，000円
19，770，000円
71，428，500円
5，540，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
280，264，300円
371，504，800円
176，438，200円
647，942，300円
322，438，800円
357，507，800円
914，832，800円
1，291，037，300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 4，361，966，300円

総入場人員 14，802名 （有料入場人員 12，812名）



平成28年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，407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

1，476，330，000円
10，150，000円
53，240，000円
12，580，000円
151，170，000円
535，319，500円
45，267，000円
13，507，200円

勝馬投票券売得金
2，039，618，400円
2，856，765，000円
1，395，693，300円
4，747，345，700円
2，387，385，600円
2，658，294，600円
6，769，168，300円
9，511，165，700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 32，365，436，600円

総入場延人員 105，012名 （有料入場延人員 92，015名）
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