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14013 5月1日 小雨 稍重 （28新潟1）第2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

712 アイルーロス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 446－ 21：57．0 3．9�
47 キョウワゼノビア 牝3黒鹿54 幸 英明�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 474＋ 61：57．1� 2．8�
46 メイショウガーデン 牝3黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 530－ 41：57．42 3．6�
23 ホッコースイセイ 牝3栗 54 小牧 太矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448－ 81：57．93 38．4�
22 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 津村 明秀�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 440－ 41：58．22 15．4	
11 チョウキタイ 牝3青鹿54 水口 優也丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 430－ 41：58．3� 45．1

713 ヘラルドスクエア 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 396－ 61：58．62 11．3�
58 カリスマフォンテン 牝3鹿 54 西田雄一郎吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 484＋ 61：58．7クビ 116．5�
35 セイムヒアー 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 404－ 2 〃 ハナ 77．8
34 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

52 △伴 啓太池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 444－ 2 〃 ハナ 20．2�
611 タガノバトラ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 414－ 21：58．91� 18．2�
815 シゲルババチャン 牝3鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 460＋16 〃 ハナ 193．3�
59 スカーレットギャル 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 412－ 6 〃 アタマ 158．9�
814 キタノスズラン 牝3鹿 54 木幡 初広 �フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 B434－ 41：59．85 78．4�
610 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 480－ 81：59．9� 35．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，937，700円 複勝： 20，613，600円 枠連： 11，834，300円
馬連： 31，445，200円 馬単： 17，985，200円 ワイド： 21，702，200円
3連複： 50，198，500円 3連単： 63，451，200円 計： 232，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 310円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 149377 的中 � 29952（3番人気）
複勝票数 計 206136 的中 � 49044（1番人気）� 37717（3番人気）� 38608（2番人気）
枠連票数 計 118343 的中 （4－7） 32147（1番人気）
馬連票数 計 314452 的中 �� 35389（1番人気）
馬単票数 計 179852 的中 �� 9106（5番人気）
ワイド票数 計 217022 的中 �� 19374（2番人気）�� 21480（1番人気）�� 17568（3番人気）
3連複票数 計 501985 的中 ��� 48849（1番人気）
3連単票数 計 634512 的中 ��� 10954（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．8―14．8―12．7―12．9―13．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．2―53．0―1：05．7―1：18．6―1：31．6―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイルーロス �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．25 東京8着

2013．4．22生 牝3黒鹿 母 メジロボンベイ 母母 コロンバイト 9戦1勝 賞金 9，550，000円
※カリスマフォンテン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14014 5月1日 小雨 稍重 （28新潟1）第2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

713 ビップフウマ 牡3鹿 56 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 520－ 61：12．8 2．7�
23 ユーキホープ 牡3鹿 56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 494＋ 41：12．9� 3．4�
58 ウォーターバオバブ 牡3栗 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480± 01：13．21� 8．7�
712 トモジャボーン 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B518＋ 6 〃 クビ 5．8�
47 キャプテンブレイズ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 504＋ 21：13．83� 20．5�
59 スフバータル 牡3栗 56 北村 友一�和田牧場 和田正一郎 新ひだか 城市 公 462＋ 81：14．01� 16．4	
35 ヒロノチャンバー 牡3栗 56

53 ▲荻野 極高原 将浩氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 498－ 61：14．1� 99．6

611 ウ ィ ン デ ィ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 444－ 2 〃 ハナ 25．5�

814 サスナーシルニー 牡3青鹿 56
53 ▲原田 和真ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 454－ 6 〃 アタマ 27．8�

34 メイショウホウゲツ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 422－181：14．84 285．7

815 パラヴィオン 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 448＋131：14．9� 30．9�
46 アンバーナイト 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 福岡 光夫 520 ―1：15．0クビ 15．9�
610 ブルーフォーユー 牡3鹿 56 的場 勇人上田 忠男氏 的場 均 浦河 近藤牧場 460＋ 21：15．95 122．9�
11 クリノハーレフ 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 中央牧場 436 ―1：19．0大差 83．3�
（14頭）

22 スターリングロマン 牡3鹿 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 中本 隆志 500± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，001，800円 複勝： 22，713，800円 枠連： 9，790，800円
馬連： 27，857，000円 馬単： 16，447，400円 ワイド： 17，235，500円
3連複： 37，364，900円 3連単： 52，950，800円 計： 199，362，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 210円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 差引計 150018（返還計 443） 的中 � 43942（1番人気）
複勝票数 差引計 227138（返還計 887） 的中 � 64116（1番人気）� 44959（2番人気）� 19851（4番人気）
枠連票数 差引計 97908（返還計 240） 的中 （2－7） 20328（1番人気）
馬連票数 差引計 278570（返還計 3270） 的中 �� 43234（1番人気）
馬単票数 差引計 164474（返還計 1620） 的中 �� 12554（1番人気）
ワイド票数 差引計 172355（返還計 2677） 的中 �� 20681（1番人気）�� 8464（4番人気）�� 6796（5番人気）
3連複票数 差引計 373649（返還計 7139） 的中 ��� 19371（2番人気）
3連単票数 差引計 529508（返還計 9924） 的中 ��� 5582（8番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．5―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップフウマ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Vindication デビュー 2015．6．28 函館10着

2013．4．17生 牡3鹿 母 シンフォニーライツ 母母 Beautiful Moment 11戦1勝 賞金 12，750，000円
〔競走除外〕 スターリングロマン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 クリノハーレフ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノハーレフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月1日まで平地競走

に出走できない。

第１回 新潟競馬 第２日



14015 5月1日 小雨 稍重 （28新潟1）第2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

34 タガノアーバニティ 牡3栗 56 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－ 61：55．6 4．0�

47 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56
53 ▲木幡 巧也坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 506－121：55．91� 2．7�

58 ウインバーニング 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 456＋ 41：56．0� 8．9�

35 ダンツペレット 牡3芦 56 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 B486－ 6 〃 クビ 3．2�
46 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± 01：56．63� 42．1�
22 シンボリダムール 牡3青鹿 56

54 △長岡 禎仁シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 468± 01：56．81� 32．2	
610 テイエムボンドン 牡3鹿 56 水口 優也竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 472＋141：56．9クビ 131．2

611 アイアムヒラケゴマ 牡3鹿 56 宮崎 北斗堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504－ 41：57．22 159．4�
23 シ ソ ー ラ ス 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 B418＋141：57．62� 118．3
713 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 510－121：58．23� 18．9�
11 リバースフォンテン 牡3鹿 56 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 472 ―1：59．05 174．4�
712 フ ウ ウ ン ジ 牡3鹿 56 伊藤 工真諸岡 慶氏 久保田貴士 新ひだか 前谷 武志 472 ― 〃 クビ 91．3�
814 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 北村 友一山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 450± 0 〃 ハナ 42．9�
815 ブルベアカトラス 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 久井牧場 480＋ 61：59．42� 22．9�
59 ア リ エ �3鹿 56

53 ▲森 裕太朗林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452－222：02．7大差 270．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，881，800円 複勝： 22，309，600円 枠連： 11，224，400円
馬連： 29，719，600円 馬単： 18，205，200円 ワイド： 19，151，100円
3連複： 44，641，100円 3連単： 66，013，500円 計： 228，146，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（3－4） 250円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 240円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 168818 的中 � 33571（3番人気）
複勝票数 計 223096 的中 � 48026（2番人気）� 56486（1番人気）� 27560（4番人気）
枠連票数 計 112244 的中 （3－4） 33892（1番人気）
馬連票数 計 297196 的中 �� 48593（1番人気）
馬単票数 計 182052 的中 �� 12494（4番人気）
ワイド票数 計 191511 的中 �� 21746（2番人気）�� 9969（5番人気）�� 14976（4番人気）
3連複票数 計 446411 的中 ��� 30645（3番人気）
3連単票数 計 660135 的中 ��� 9714（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．2―13．3―12．7―12．5―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．5―50．8―1：03．5―1：16．0―1：28．9―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノアーバニティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2015．10．25 京都7着

2013．3．29生 牡3栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー 7戦1勝 賞金 8，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月1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。
（非当選馬） 2頭 トウケイダンディ号・レイホーロイス号

14016 5月1日 小雨 稍重 （28新潟1）第2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 7，500，000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

56 � ビットアレグロ 牡7栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 490－ 23：09．1 35．2�

68 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 456＋ 83：09．95 4．6�
57 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 8．2�
813 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 506＋ 23：10．43 3．3�
33 レインフォール 牡7芦 60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 438± 03：10．5クビ 11．6�
44 � ソリッドアクシス �4栗 59 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Lantern Hill
Farm LLC 440＋ 13：11．45 59．8	

710� パトロクロス 牡6栗 60 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 472－ 43：11．5	 52．7

22 タイキフロンティア 牡4黒鹿59 金子 光希�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468± 03：12．03 5．3�
69 メイショウハイネス 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 23：12．32 56．0
11 ビッグプレゼンター 牡7鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 480± 03：12．72
 13．2�
45 ローゼンケーニッヒ 牡7黒鹿60 小坂 忠士 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486＋ 43：13．23 6．0�
812 キ ザ シ 牡4栗 59 蓑島 靖典 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 458－ 43：19．8大差 131．9�
711 テイエムシシオー 牡7黒鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか グランド牧場 494＋ 43：23．4大差 109．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，857，600円 複勝： 17，574，700円 枠連： 8，824，700円
馬連： 25，375，200円 馬単： 16，333，000円 ワイド： 16，100，500円
3連複： 42，109，900円 3連単： 62，844，600円 計： 203，020，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 650円 � 200円 � 210円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 17，130円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，060円 �� 660円

3 連 複 ��� 12，020円 3 連 単 ��� 105，710円

票 数

単勝票数 計 138576 的中 � 3142（8番人気）
複勝票数 計 175747 的中 � 5524（8番人気）� 26128（2番人気）� 24134（4番人気）
枠連票数 計 88247 的中 （5－6） 5667（6番人気）
馬連票数 計 253752 的中 �� 2624（23番人気）
馬単票数 計 163330 的中 �� 715（52番人気）
ワイド票数 計 161005 的中 �� 2114（23番人気）�� 1953（24番人気）�� 6640（7番人気）
3連複票数 計 421099 的中 ��� 2627（42番人気）
3連単票数 計 628446 的中 ��� 431（294番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 49．9－3F 37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビットアレグロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2009．3．27生 牡7栗 母 アイノブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 障害：6戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA



14017 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時05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 カレンコマンドール 牡3鹿 56 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B472＋101：13．0 3．2�
611 ロイヤルフレア 牝3鹿 54 伊藤 工真片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 418－18 〃 クビ 212．3�
58 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 450± 01：13．21 4．6�
713� エイシンイクサボシ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 愛 K. K. Ei-
shindo 422± 01：13．51� 16．1�

59 ブラックゼウス 牡3黒鹿 56
54 △長岡 禎仁田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 474－ 6 〃 クビ 39．7�

814 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B466－ 8 〃 ハナ 117．0	
47 アポロリュウセイ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 490－ 2 〃 ハナ 3．4

712 オニニカナボー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 458－ 6 〃 ハナ 29．4�
34 アイスクリン 牡3鹿 56

54 △伴 啓太高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル B466＋ 6 〃 ハナ 266．2�
23 ストロングハピネス 牡3鹿 56 津村 明秀金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B422－ 41：13．81	 16．7
46 ロードリゲル 牡3鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 466－26 〃 ハナ 17．2�
22 エヌケイボーイ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 B472－ 8 〃 クビ 20．6�
815 プリンシアラッテオ 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 458± 01：13．9クビ 17．3�
11 ア レ ッ チ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 472± 0 〃 クビ 14．7�
35 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490－101：14．43 108．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，832，800円 複勝： 28，860，300円 枠連： 11，506，600円
馬連： 40，061，600円 馬単： 22，909，400円 ワイド： 28，145，300円
3連複： 60，572，500円 3連単： 80，235，300円 計： 292，123，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 2，370円 � 200円 枠 連（6－6） 26，540円

馬 連 �� 29，650円 馬 単 �� 36，020円

ワ イ ド �� 8，130円 �� 420円 �� 12，470円

3 連 複 ��� 39，330円 3 連 単 ��� 257，390円

票 数

単勝票数 計 198328 的中 � 48433（1番人気）
複勝票数 計 288603 的中 � 50251（2番人気）� 2265（14番人気）� 41331（3番人気）
枠連票数 計 115066 的中 （6－6） 336（33番人気）
馬連票数 計 400616 的中 �� 1047（57番人気）
馬単票数 計 229094 的中 �� 477（84番人気）
ワイド票数 計 281453 的中 �� 836（61番人気）�� 19447（2番人気）�� 543（69番人気）
3連複票数 計 605725 的中 ��� 1155（107番人気）
3連単票数 計 802353 的中 ��� 226（620番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―12．5―12．6―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．6
3 8，11（10，15）－12－7（2，6）－（3，13）（1，9）－（14，4）－5 4 8，11（10，15）－12－7（2，6）（3，13）（1，9）－（14，4）－5

勝馬の
紹 介

カレンコマンドール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．10．31 京都6着

2013．5．8生 牡3鹿 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 8戦1勝 賞金 10，800，000円
〔その他〕 ロイヤルフレア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロイヤルフレア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年6月1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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンニバリキ号・ゼットシャンティ号・ピタゴラステッキ号
（非抽選馬） 1頭 アドヴァントアロー号

14018 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・左・外）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

815 ロードプレミアム 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 488± 01：48．0 1．5�

610 メイショウティグレ 牡3黒鹿 56
55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 444± 01：48．31� 36．6�

35 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 464± 0 〃 クビ 70．3�

34 ダンスパープル 牝3鹿 54
52 △長岡 禎仁髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－10 〃 アタマ 11．5�
59 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－ 61：48．4クビ 16．7�
814 プレシャスタイム 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 422－ 21：48．5� 234．2	
46 レンベルガー 牡3青鹿 56

54 △加藤 祥太 
キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 418－ 21：48．71 5．3�
611 ダノンオパール 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹�ダノックス 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478± 01：49．01� 47．7�
22 ショーストーム 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 466＋ 21：49．42� 7．8
11 アキノプリンス 牡3鹿 56 水口 優也穐吉 正孝氏 藤岡 健一 新ひだか 森 政巳 440－ 41：49．5クビ 189．8�
713 ワンダーエクラタン 牡3栗 56

54 △伴 啓太山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 482－ 41：49．6� 20．7�
712 サ ミ ダ レ 牝3青鹿54 西村 太一
ミルファーム 武市 康男 新ひだか 米田牧場 426＋ 41：50．02� 313．2�
47 アグネスカミング 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 456－ 21：50．32 244．0�
58 ヤマイチサンライズ 牡3黒鹿56 森 一馬坂本 肇氏 加藤 敬二 浦河 宮内牧場 484－10 〃 ハナ 261．6�
23 ハ ナ ジ ロ ー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也
ターフ・スポート鹿戸 雄一 日高 幾千世牧場 502 ―1：50．93� 68．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，032，000円 複勝： 43，741，500円 枠連： 9，932，700円
馬連： 33，146，800円 馬単： 23，996，300円 ワイド： 22，503，000円
3連複： 46，874，400円 3連単： 82，773，000円 計： 281，999，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 770円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，500円 �� 9，910円

3 連 複 ��� 13，540円 3 連 単 ��� 41，580円

票 数

単勝票数 計 190320 的中 � 98139（1番人気）
複勝票数 計 437415 的中 � 263509（1番人気）� 12988（7番人気）� 5952（9番人気）
枠連票数 計 99327 的中 （6－8） 6315（6番人気）
馬連票数 計 331468 的中 �� 13899（6番人気）
馬単票数 計 239963 的中 �� 8098（8番人気）
ワイド票数 計 225030 的中 �� 9681（6番人気）�� 3826（15番人気）�� 554（49番人気）
3連複票数 計 468744 的中 ��� 2595（33番人気）
3連単票数 計 827730 的中 ��� 1443（115番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．4―12．7―12．3―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．0―47．4―1：00．1―1：12．4―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2015．12．27 阪神4着

2013．2．26生 牡3黒鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 5戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 ミッレミリア号の騎手木幡巧也は，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：15番）



14019 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

611 ミラクルアイドル 牝5黒鹿 55
52 ▲木幡 巧也玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 470± 0 57．0 4．3�

714 サチノクイーン 牝5鹿 55 幸 英明佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B462－18 〃 クビ 6．2�
612 トラストレイカ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 428－ 2 〃 ハナ 27．1�
510 シンラバンショウ 牝4鹿 55 西田雄一郎 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 422－ 8 57．21 4．8�
713 ハコダテローズ 牝4鹿 55 国分 恭介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426＋10 〃 アタマ 12．8�
47 インヴォーク 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 8 〃 アタマ 23．1	
36 ニホンピロヘーラー 牝4鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 504＋ 8 〃 ハナ 19．3

48 トウカイマインド 牝5鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 454－12 57．3� 17．8�
59 � トリアンドルス 牝4栗 55 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 468－ 2 57．51� 21．2�
815� リルバニヤン 牝6鹿 55

53 △長岡 禎仁佐久間拓士氏 高橋 文雅 千歳 社台ファーム 452＋ 2 57．81	 76．7
11 メッサーウイング 牝4栗 55

53 △加藤 祥太野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B458－ 2 57．9	 8．7�
12 スーパールミナル 牝4栗 55 北村 友一 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－12 58．21� 19．3�
23 ボンセジュール 牝5栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 404＋ 6 〃 クビ 183．8�
816 トゥルーストーリー 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466＋12 58．3クビ 11．4�

24 ハギノソフィア 牝6栗 55
52 ▲荻野 極安岡美津子氏 
島 一歩 日高 天羽 禮治 472± 0 〃 ハナ 20．5�

35 ヴィクトリースノー 牝4芦 55
53 △井上 敏樹古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 406＋16 58．4	 43．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，751，200円 複勝： 27，632，400円 枠連： 16，436，600円
馬連： 43，705，700円 馬単： 21，539，400円 ワイド： 27，730，000円
3連複： 71，052，600円 3連単： 80，924，400円 計： 309，772，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 220円 � 550円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，860円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 43，580円

票 数

単勝票数 計 207512 的中 � 38233（1番人気）
複勝票数 計 276324 的中 � 59741（1番人気）� 31815（3番人気）� 9819（13番人気）
枠連票数 計 164366 的中 （6－7） 16815（1番人気）
馬連票数 計 437057 的中 �� 21225（2番人気）
馬単票数 計 215394 的中 �� 5481（3番人気）
ワイド票数 計 277300 的中 �� 12096（2番人気）�� 3707（23番人気）�� 5207（11番人気）
3連複票数 計 710526 的中 ��� 5414（20番人気）
3連単票数 計 809244 的中 ��� 1346（75番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．3―44．3

上り4F45．1－3F34．7
勝馬の
紹 介

ミラクルアイドル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2013．11．3 東京9着

2011．2．20生 牝5黒鹿 母 エクスエトワール 母母 ス ク ー ト 19戦3勝 賞金 25，406，000円
〔制裁〕 トラストレイカ号の騎手岩崎翼は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被害

馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コウユーココロザシ号・リュウツバメ号・レッドランタン号

14020 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

22 ケンベストカフェ 牡4黒鹿57 小牧 太中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472－ 61：53．8 1．9�
814 フィールドリアン 牡4黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 33．0�
33 � クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 502± 0 〃 クビ 21．3�
711 カズノテナンゴ 牡4栗 57 西田雄一郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 484＋101：54．54 14．6�
712 シーサイドジャズ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 アタマ 25．0�
46 コスモバーダン 牡4鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 510－ 41：54．6クビ 150．7

11 キ ー タ イ プ 牡4栗 57 幸 英明北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 442－ 21：54．7� 6．3�
45 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 496－ 6 〃 アタマ 9．2�
69 メイショウカシュウ 牡4鹿 57 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484－ 61：54．8クビ 123．5
610 ハイヴォルテージ 牡4栗 57 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋ 4 〃 ハナ 42．4�
34 レンブラント 牡5黒鹿57 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 482－ 21：55．22� 4．9�
57 インスタントリー 牡4黒鹿 57

55 △伴 啓太岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント B464－ 61：55．51� 380．8�
813 タイムアラウド 牡6鹿 57 村田 一誠 	シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：55．6� 36．5�
58 カフジホーク 牡5栗 57

55 △加藤 祥太加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B454＋ 41：57．3大差 105．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，423，900円 複勝： 27，865，800円 枠連： 12，568，700円
馬連： 39，787，200円 馬単： 23，057，400円 ワイド： 23，951，500円
3連複： 52，799，500円 3連単： 83，346，400円 計： 285，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 470円 � 590円 枠 連（2－8） 1，440円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，330円 �� 6，810円

3 連 複 ��� 20，020円 3 連 単 ��� 75，530円

票 数

単勝票数 計 224239 的中 � 93342（1番人気）
複勝票数 計 278658 的中 � 82336（1番人気）� 11890（7番人気）� 9081（10番人気）
枠連票数 計 125687 的中 （2－8） 6727（5番人気）
馬連票数 計 397872 的中 �� 10280（11番人気）
馬単票数 計 230574 的中 �� 3706（15番人気）
ワイド票数 計 239515 的中 �� 5603（13番人気）�� 4690（15番人気）�� 876（48番人気）
3連複票数 計 527995 的中 ��� 1978（60番人気）
3連単票数 計 833464 的中 ��� 800（221番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．8―12．5―12．0―11．8―13．1―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．2―49．7―1：01．7―1：13．5―1：26．6―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F40．3
1
3
5（6，12）（2，9）4（1，10，11）7（8，14）3－13
5（12，2）（6，9）4，1，11（10，14）－7，3＝8－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンベストカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．5．24生 牡4黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 14戦2勝 賞金 28，110，000円



14021 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ナナイロボタン 牝4栗 55
52 ▲木幡 巧也 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋101：11．8 11．5�
34 ケルシャンス 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 428－ 81：12．11� 3．7�
58 アラマサクロフネ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 518＋ 2 〃 ハナ 5．6�
22 スナッチアキス 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 420－ 61：12．31� 5．8�
611 キョウエイボヌール 牝5栗 55

53 △長岡 禎仁田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B464＋ 4 〃 クビ 58．9�
35 パンプルムース 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 496－ 61：12．4クビ 10．6	
59 メジャーフォルム 牝4栗 55

53 △伴 啓太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム B456－ 2 〃 アタマ 3．9

712 サンマルメジャール 牝4鹿 55 幸 英明相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 462－ 41：12．61 12．9�
815 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454－ 8 〃 アタマ 17．6
713 スナークエンジェル 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442＋ 41：12．7� 103．1�
46 	 イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 406－181：12．91� 170．7�
610	 クリノチョモラーリ 牝6栗 55 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 490＋ 41：13．0� 211．8�
47 バ リ ア ー モ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 462－ 81：13．21� 64．7�
11 マハーシュリー 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 和真髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 442－ 8 〃 アタマ 155．6�
23 	 クリノツネチャン 牝5栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 458＋ 81：13．62� 107．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，476，900円 複勝： 27，627，100円 枠連： 16，280，000円
馬連： 41，478，200円 馬単： 22，411，200円 ワイド： 25，060，500円
3連複： 56，850，000円 3連単： 81，039，900円 計： 292，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 140円 � 180円 枠 連（3－8） 1，120円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，310円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 45，260円

票 数

単勝票数 計 214769 的中 � 14903（6番人気）
複勝票数 計 276271 的中 � 19083（7番人気）� 63805（1番人気）� 39380（3番人気）
枠連票数 計 162800 的中 （3－8） 11178（5番人気）
馬連票数 計 414782 的中 �� 11022（12番人気）
馬単票数 計 224112 的中 �� 2718（27番人気）
ワイド票数 計 250605 的中 �� 6250（13番人気）�� 4661（18番人気）�� 16130（2番人気）
3連複票数 計 568500 的中 ��� 7551（21番人気）
3連単票数 計 810399 的中 ��� 1298（166番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．1―12．1―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―33．8―45．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナナイロボタン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．3．22 中山3着

2012．2．16生 牝4栗 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 8戦2勝 賞金 17，400，000円
〔制裁〕 クリノチョモラーリ号の騎手木幡初広は，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：1番）

14022 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第10競走 ��
��2，400�

あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走14時40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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

56 トウカイトレジャー 牡4栗 57 丸田 恭介内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 508＋ 22：26．2 5．4�
22 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 484＋ 42：26．3� 6．0�
68 ウインブルーローズ 牡4鹿 57 井上 敏樹�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 484＋122：26．51	 9．5�
44 
 スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 加藤 祥太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 472＋ 4 〃 ハナ 33．0�
710 カレンラストショー 牡4栗 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 430－ 62：26．81	 6．1�
11 
 エバーハーモニー 牡4黒鹿57 古川 吉洋 	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 474－ 42：26．9� 35．5

45 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 480± 02：27．11	 4．3�
33 ラウレアブルーム 牡4鹿 57 幸 英明横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 488－ 22：27．31� 7．0�
57 ジャングルスコール 牝4鹿 55 長岡 禎仁吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 ハナ 13．4
813 クラシックエース 牡4鹿 57 津村 明秀 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428－ 42：28．36 13．6�
711
 ブランダルジャン 牝4芦 55 北村 友一河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：28．72	 24．4�
69 エンゲルフライト 牡4鹿 57 田中 勝春嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 474－ 82：28．8クビ 104．9�
812
 ブライアンキング 牡4鹿 57 国分 恭介林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 478＋ 42：29．54 254．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，448，000円 複勝： 37，750，700円 枠連： 16，485，800円
馬連： 60，439，800円 馬単： 29，282，300円 ワイド： 35，882，300円
3連複： 84，719，100円 3連単： 113，137，800円 計： 404，145，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 250円 � 270円 枠 連（2－5） 1，700円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 890円 �� 890円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 35，000円

票 数

単勝票数 計 264480 的中 � 38783（2番人気）
複勝票数 計 377507 的中 � 47543（3番人気）� 39544（5番人気）� 35185（6番人気）
枠連票数 計 164858 的中 （2－5） 7508（8番人気）
馬連票数 計 604398 的中 �� 16691（13番人気）
馬単票数 計 292823 的中 �� 3664（32番人気）
ワイド票数 計 358823 的中 �� 10475（10番人気）�� 10459（11番人気）�� 8433（17番人気）
3連複票数 計 847191 的中 ��� 9087（30番人気）
3連単票数 計1131378 的中 ��� 2343（132番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―11．4―12．2―12．8―12．8―12．3―12．4―11．9―11．8―11．6―12．4

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―24．6―36．0―48．2―1：01．0―1：13．8―1：26．1―1：38．5―1：50．4―2：02．2―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

トウカイトレジャー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．15 京都5着

2012．4．14生 牡4栗 母 ブリリアントノバ 母母 ブリリアントミスト 7戦2勝 賞金 19，679，000円



14023 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

712 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492－ 81：33．5 5．0�
22 ヤングマンパワー 牡4黒鹿56 井上 敏樹星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 5．3�
46 マイネルホウオウ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 508＋121：33．71	 20．9�
610 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496－101：33．8クビ 18．1�
47 ゼ ロ ス 牡7鹿 56 岩崎 翼杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 506＋ 4 〃 ハナ 26．9	
611 アルバタックス 牡6栗 56 幸 英明 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 41：33．9
 3．9

814 ショウナンアチーヴ 牡5黒鹿56 津村 明秀国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：34．0� 15．9�
34 � シベリアンスパーブ 牡7鹿 56 丸田 恭介藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504－ 2 〃 アタマ 16．0�
58 ミ ナ レ ッ ト 牝6鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 480＋ 21：34．1クビ 28．4
713 グァンチャーレ 牡4青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 452－ 81：34．31
 6．0�
35 ニシノビークイック 牡7栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 502＋10 〃 クビ 120．0�
11 インパルスヒーロー 牡6鹿 57 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B508＋ 21：34．61� 9．7�
23 ヤサカオディール 牝7黒鹿54 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 460－ 21：34．81	 147．7�
815 ダノンプログラマー 10青鹿58 小崎 綾也�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 462－101：35．01 70．5�
59 フェスティヴタロー 牡7栗 56 原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 504－ 41：35．32 85．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，317，100円 複勝： 65，082，400円 枠連： 38，001，400円
馬連： 176，097，300円 馬単： 72，416，600円 ワイド： 77，534，500円
3連複： 248，041，400円 3連単： 349，377，100円 計： 1，073，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 210円 � 560円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，320円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 56，470円

票 数

単勝票数 計 473171 的中 � 74903（2番人気）
複勝票数 計 650824 的中 � 93402（2番人気）� 86195（3番人気）� 24377（10番人気）
枠連票数 計 380014 的中 （2－7） 38765（2番人気）
馬連票数 計1760973 的中 �� 87326（4番人気）
馬単票数 計 724166 的中 �� 17856（10番人気）
ワイド票数 計 775345 的中 �� 32106（5番人気）�� 8345（30番人気）�� 9267（28番人気）
3連複票数 計2480414 的中 ��� 14940（41番人気）
3連単票数 計3493771 的中 ��� 4485（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．8―47．6―59．2―1：10．5―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピークトラム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 阪神3着

2011．5．8生 牡5黒鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 28戦6勝 賞金 139，156，000円

14024 5月1日 曇 稍重 （28新潟1）第2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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 � ライトフェアリー 牝4鹿 55 伊藤 工真和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B476－ 61：20．4 41．5�
35 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＋ 41：21．25 4．5�
36 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 448＋ 4 〃 クビ 7．4�
714 ダブルコーク 牡5黒鹿57 田中 勝春�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 61：21．3	 6．2�
11 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454－ 41：21．4
 10．9�
47 クリノカンパニー 牡5鹿 57 井上 敏樹栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 三輪牧場 482＋ 21：21．5クビ 38．0	
713 イ キ オ イ 牡4鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448－ 2 〃 ハナ 55．1

816 ワラッチャオ 牝4青鹿55 加藤 祥太小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 470－10 〃 クビ 7．7�
12 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 岩崎 翼田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 482－ 8 〃 アタマ 25．1�
23 � エイシンカラット 牝4黒鹿55 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 452－ 21：21．6	 3．5
59 タニオブローズ 牝6鹿 55 森 一馬谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 456－ 61：21．7クビ 85．3�
612 イ ロ リ 牝5鹿 55 小崎 綾也小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478－ 4 〃 クビ 56．2�
611 ギ ン ガ 牡4鹿 57 津村 明秀石川 達絵氏 松下 武士 日高 日高大洋牧場 452＋ 41：21．8
 43．3�
24 シセイカスガ 牡5黒鹿57 田中 健猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 408－ 21：21．9クビ 43．0�
510 ノミネーション 牡4黒鹿57 国分 恭介石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：22．22 24．7�
815 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 57 熊沢 重文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484± 01：22．3クビ 79．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，429，800円 複勝： 46，145，700円 枠連： 26，220，400円
馬連： 82，549，900円 馬単： 37，789，900円 ワイド： 44，704，100円
3連複： 113，301，000円 3連単： 162，818，500円 計： 545，959，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 1，200円 � 170円 � 260円 枠 連（3－4） 4，140円

馬 連 �� 12，540円 馬 単 �� 26，360円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 4，420円 �� 600円

3 連 複 ��� 24，940円 3 連 単 ��� 181，320円

票 数

単勝票数 計 324298 的中 � 6240（10番人気）
複勝票数 計 461457 的中 � 7551（14番人気）� 90579（1番人気）� 45968（4番人気）
枠連票数 計 262204 的中 （3－4） 4905（16番人気）
馬連票数 計 825499 的中 �� 5098（40番人気）
馬単票数 計 377899 的中 �� 1075（83番人気）
ワイド票数 計 447041 的中 �� 2721（45番人気）�� 2504（51番人気）�� 20574（4番人気）
3連複票数 計1133010 的中 ��� 3407（79番人気）
3連単票数 計1628185 的中 ��� 651（562番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―10．9―11．2―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．1―45．3―56．6―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．1
3 8－14（1，15）（7，16）（6，11）（2，5，13）（3，9，12）（4，10） 4 8－14（1，15）（7，16）（6，11，5）（2，13）（9，12）3，10，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ライトフェアリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット

2012．4．9生 牝4鹿 母 フラワーフェアリー 母母 フリーフォーギブン 4戦1勝 賞金 9，885，000円
地方デビュー 2015．8．5 船橋 ［他本会外：1戦0勝］

〔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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エナジータウン号・テンテマリ号

３レース目



（28新潟1）第2日 5月1日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

182，100，000円
1，270，000円
7，480，000円
1，480，000円
18，470，000円
67，085，500円
5，332，600円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
270，390，600円
387，917，600円
189，106，400円
631，663，500円
322，373，300円
359，700，500円
908，524，900円
1，278，912，500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 4，348，589，300円

総入場人員 20，426名 （有料入場人員 18，621名）
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