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14061 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 アイアムプレシャス 牝3黒鹿54 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B480－ 21：55．4 6．7�
46 グ ラ ウ ス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 41：55．93 102．7�
712 カリスマフォンテン 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 480－ 4 〃 クビ 63．1�
610 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 426＋ 61：56．43 22．0�
814 ローズオーラ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 426－ 4 〃 クビ 60．1�
35 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 444＋ 41：56．61� 12．7

23 ヴェルデリモーネ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 和美氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 444－ 41：56．81� 19．2�
22 リバーサイドパーク 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 434－ 81：57．01� 2．2�
47 ウインミモザ 牝3栗 54 丸山 元気	ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 444－201：57．1� 50．9
34 オールフォーユー 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 434－ 21：57．63 87．4�
611 リヴァディア 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 490 ―1：58．23� 4．9�
11 シャイニーレディ 牝3栗 54 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 466－ 21：59．05 44．0�
58 ラ ブ リ エ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 406＋141：59．21� 10．7�

713 メイショウエガオ 牝3栗 54 石橋 脩松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 448－ 21：59．3� 15．9�
815 アバブアンビヨンド 牝3黒鹿54 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 酒井 秀紀 442 ―2：00．04 37．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，891，800円 複勝： 23，508，700円 枠連： 8，565，000円
馬連： 27，257，700円 馬単： 16，230，500円 ワイド： 19，092，300円
3連複： 43，218，300円 3連単： 56，930，400円 計： 206，694，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 2，470円 � 1，540円 枠 連（4－5） 7，110円

馬 連 �� 34，800円 馬 単 �� 45，930円

ワ イ ド �� 8，940円 �� 6，360円 �� 43，010円

3 連 複 ��� 450，190円 3 連 単 ��� 2，293，030円

票 数

単勝票数 計 118918 的中 � 14145（3番人気）
複勝票数 計 235087 的中 � 26479（2番人気）� 2252（15番人気）� 3686（10番人気）
枠連票数 計 85650 的中 （4－5） 933（20番人気）
馬連票数 計 272577 的中 �� 607（67番人気）
馬単票数 計 162305 的中 �� 265（101番人気）
ワイド票数 計 190923 的中 �� 552（67番人気）�� 779（52番人気）�� 114（103番人気）
3連複票数 計 432183 的中 ��� 72（359番人気）
3連単票数 計 569304 的中 ��� 18（1996番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．4―51．0―1：03．8―1：16．5―1：29．4―1：42．3

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムプレシャス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．17 中山10着

2013．3．3生 牝3黒鹿 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 3戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非当選馬） 1頭 ピコット号

14062 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

713 レアドロップ 牝3芦 54
51 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 446± 01：11．4 1．8�

814 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 484＋ 41：12．35 5．8�
47 サ マ ニ ー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B494＋ 81：12．4� 13．3�
35 タマムーンフェイス 牡3鹿 56 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B486－ 41：13．03� 8．0�
815 スプリットセコンド 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹黒川 哲美氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 454＋ 81：13．1� 81．3�
22 シカイリョーコー 牡3青鹿56 丹内 祐次田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：13．2� 18．6�
610� サーブルクーリール 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 458－ 41：13．3� 18．7	
23 キョウエイアムール 牝3栗 54 宮崎 北斗田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 408－ 21：13．4� 92．9

11 ヒロノブライアン 牡3黒鹿56 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 野坂牧場 406－ 81：13．5� 317．0�
712 サインズストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 518＋ 61：13．81� 21．0
34 テイエムフライヤー 牡3青鹿56 川須 栄彦竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 474－ 81：14．22� 152．8�
58 スピードムテキ 牝3鹿 54 丸田 恭介遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 448－ 61：14．3� 17．5�
59 フレッシュギャル 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 438＋ 61：14．72� 12．6�
46 ニンギョヒメ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 424＋ 61：15．44 233．8�
611 ダイメイロッコウ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 452 ―1：16．03� 203．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，377，700円 複勝： 32，877，200円 枠連： 8，298，700円
馬連： 25，781，400円 馬単： 16，438，400円 ワイド： 18，499，200円
3連複： 40，003，800円 3連単： 53，333，000円 計： 210，609，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 240円 �� 470円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 153777 的中 � 67459（1番人気）
複勝票数 計 328772 的中 � 191136（1番人気）� 31840（2番人気）� 13920（5番人気）
枠連票数 計 82987 的中 （7－8） 14658（1番人気）
馬連票数 計 257814 的中 �� 35130（1番人気）
馬単票数 計 164384 的中 �� 16531（1番人気）
ワイド票数 計 184992 的中 �� 22988（1番人気）�� 9598（4番人気）�� 4905（9番人気）
3連複票数 計 400038 的中 ��� 17042（2番人気）
3連単票数 計 533330 的中 ��� 7063（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 8－（9，10，13）（7，14）（4，15）3，5－2（1，6，12）－11 4 8，13，10（7，14）（9，15）4（3，5）－2，12（1，6）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レアドロップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2015．7．18 福島2着

2013．3．14生 牝3芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 10戦1勝 賞金 16，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイロッコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月15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 タガノヴィッター号

第１回 新潟競馬 第６日



14063 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

711 マイネルインディゴ 牡3栗 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 466± 01：53．6 1．7�

58 サングラスポテト 牡3栗 56 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 村下農場 514－ 21：53．92 5．8�
45 スノードルフィン 牡3黒鹿56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－141：54．53� 4．8�
46 ダンツペレット 牡3芦 56 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 4 〃 ハナ 8．5�
34 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 438＋ 21：55．13� 30．8�
814 シンキングダンサー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：56．16 26．4	
610 トーホウエース 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 484－ 41：56．52� 36．8

22 ムーンシャイナー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：57．03 43．3�
712 ソロモンノユビワ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 450－ 41：57．1� 64．6�
11 ブルベアカトラス 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 久井牧場 484＋ 41：57．2� 167．8
57 シゲルカンパチ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 坂 牧場 454－ 61：58．68 237．2�
33 シゲルホオジロザメ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 藤川フアーム 502＋ 81：58．92 235．3�
69 ウエスタンジョリー 牝3栗 54 横山 和生西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 514 ―2：00．17 77．0�
813 ウインパッション 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 浦河 笹地牧場 488 ―2：04．6大差 155．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，004，200円 複勝： 27，902，700円 枠連： 11，136，600円
馬連： 33，487，300円 馬単： 21，445，000円 ワイド： 21，903，700円
3連複： 53，690，700円 3連単： 78，918，200円 計： 266，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 540円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 180042 的中 � 84589（1番人気）
複勝票数 計 279027 的中 � 125400（1番人気）� 29682（4番人気）� 38045（2番人気）
枠連票数 計 111366 的中 （5－7） 14291（2番人気）
馬連票数 計 334873 的中 �� 46259（3番人気）
馬単票数 計 214450 的中 �� 17736（3番人気）
ワイド票数 計 219037 的中 �� 20563（3番人気）�� 30476（2番人気）�� 8738（6番人気）
3連複票数 計 536907 的中 ��� 40871（2番人気）
3連単票数 計 789182 的中 ��� 19598（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．4―13．6―12．3―12．2―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．0―51．6―1：03．9―1：16．1―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルインディゴ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ステートリードン デビュー 2015．7．18 中京8着

2013．4．14生 牡3栗 母 シルクサファイア 母母 ア グ サ ン 11戦1勝 賞金 10，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ウインパッション号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンジョリー号・ウインパッション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

6月15日まで平地競走に出走できない。
シゲルホオジロザメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月15日まで平
地競走に出走できない。

※出走取消馬 タイセイプレゼンス号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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 シンボリダムール号・ハナジロー号

14064 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

45 � ダイヤノゲンセキ �8黒鹿60 黒岩 悠 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 524－ 23：08．0 9．0�
711 モリトブイコール �8栗 60

57 ▲原田 和真石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 486－ 43：08．85 13．9�
33 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 486－ 43：08．9クビ 4．6�
712 セイクリッドロード �7鹿 60 高野 和馬岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 510－103：09．32� 10．0�
69 シゲルオウシザ 牡6栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 520＋103：09．4� 3．8�
11 � フィリグラーナ 牡5栗 60 五十嵐雄祐畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 450＋ 23：09．61	 20．9	
610
 アメリカンゴールド 牡4鹿 59 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 534± 03：09．7� 23．4

46 プルーヴダモール 牝4芦 57 森 一馬 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 422－ 83：10．01� 28．3�
58 アイファーマグオー 牡4栗 59 熊沢 重文中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 496＋ 43：10．1� 12．2�
57 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 58 江田 勇亮清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518－ 23：10．84 39．9
34 
 インディーズゲーム 牡8鹿 60 石神 深一薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478＋ 63：12．07 20．5�
813 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464－ 23：15．3大差 5．0�
814� クラウンマヒコス 牡4栗 59 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 436＋ 43：17．6大差 193．0�
22 クリノヤクマン 牡4鹿 59 大江原 圭栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 500＋ 8 （競走中止） 185．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，728，000円 複勝： 13，923，900円 枠連： 10，625，800円
馬連： 24，541，800円 馬単： 14，195，100円 ワイド： 15，866，800円
3連複： 39，843，800円 3連単： 52，714，600円 計： 183，439，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 280円 � 190円 枠 連（4－7） 1，770円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，430円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 12，890円 3 連 単 ��� 101，370円

票 数

単勝票数 計 117280 的中 � 10411（4番人気）
複勝票数 計 139239 的中 � 11445（6番人気）� 12175（5番人気）� 22536（2番人気）
枠連票数 計 106258 的中 （4－7） 4648（7番人気）
馬連票数 計 245418 的中 �� 2577（30番人気）
馬単票数 計 141951 的中 �� 917（44番人気）
ワイド票数 計 158668 的中 �� 1680（33番人気）�� 2862（13番人気）�� 3817（11番人気）
3連複票数 計 398438 的中 ��� 2317（43番人気）
3連単票数 計 527146 的中 ��� 377（350番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．9－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイヤノゲンセキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2008．2．3生 �8黒鹿 母 オ ト メ ザ 母母 オープニングクィン 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 セイクリッドロード号の騎手蓑島靖典は，負傷のため高野和馬に変更。
〔競走中止〕 クリノヤクマン号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



14065 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第5競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

611 ミエノサクシード 牝3栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444－ 41：35．3 3．8�
815 プラトリーナ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404＋ 41：35．61� 5．8�
48 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 452＋ 21：35．91� 2．9�
12 ハロックライン 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 416± 01：36．11� 8．8�
816 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± 0 〃 ハナ 21．3	
47 ゴールドエフォート 牝3栗 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 8 〃 クビ 9．5

714 タカラピクシイ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 448＋ 41：36．2クビ 18．8�
59 ピンクノオウマサン 牝3芦 54

52 △加藤 祥太石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 420± 0 〃 クビ 14．1�
23 アーリージャスミン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 434＋141：36．41� 259．3
713 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿54 川須 栄彦宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 488－ 4 〃 クビ 51．5�
612 ハクサンインパクト 牝3鹿 54 吉田 隼人河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 402 ―1：36．5� 30．8�
35 ルスデルソル 牝3鹿 54 宮崎 北斗�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．81� 84．2�
36 セレナオーキッド 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム 444＋ 81：36．9� 95．5�

24 トルーコメント 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 424± 01：37．0� 338．3�

510 メープルフレイバー 牝3栗 54 �島 良太尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 458 ―1：37．74 125．6�
11 シルバーパゴダ 牝3黒鹿 54

52 △長岡 禎仁吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 376＋101：40．0大差 339．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，764，600円 複勝： 26，593，800円 枠連： 11，697，700円
馬連： 31，376，000円 馬単： 18，009，500円 ワイド： 22，694，400円
3連複： 46，357，200円 3連単： 68，493，700円 計： 242，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 177646 的中 � 36562（2番人気）
複勝票数 計 265938 的中 � 45520（2番人気）� 32281（3番人気）� 75737（1番人気）
枠連票数 計 116977 的中 （6－8） 10421（3番人気）
馬連票数 計 313760 的中 �� 20312（3番人気）
馬単票数 計 180095 的中 �� 6132（5番人気）
ワイド票数 計 226944 的中 �� 11873（4番人気）�� 25638（1番人気）�� 13960（2番人気）
3連複票数 計 463572 的中 ��� 29627（1番人気）
3連単票数 計 684937 的中 ��� 7315（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．1―48．9―1：01．9―1：13．4―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．4
3 6，13（2，4）8（3，11）14（12，15）16（5，7）9－10－1 4 6，13（2，4，8）（3，11）14（12，15）16（5，7）9，10＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノサクシード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．1．10 京都4着

2013．3．10生 牝3栗 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーパゴダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月15日まで平地

競走に出走できない。

14066 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

35 キークラッカー 牡3鹿 56 横山 和生北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 498＋ 62：00．7 9．3�
611 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 438－ 22：01．01� 15．1�
714 ユキノロード 牡3鹿 56 石橋 脩遠藤 定子氏 本田 優 日高 川端 正博 504－ 42：01．21 1．4�
24 カルマフォース 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 458＋ 62：01．41� 138．7�
59 � ゴルディオン 牡3鹿 56 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 496＋ 4 〃 クビ 56．1�

612 パルクフェルメ 牡3栗 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456－ 42：01．5� 7．4	
23 � ハットプレイ 牡3青鹿56 丸山 元気ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 444－ 62：01．6� 7．8

713 コスモダヴァンティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 456＋102：01．81� 22．2�
815 ヘ キ サ ゴ ン 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁吉田 和美氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 458± 02：02．75 198．9
510 ヒ ッ サ ツ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 458＋ 42：02．8� 314．0�
47 マイネルデュエル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 浦河 谷口牧場 534＋262：03．01� 132．2�
11 ナムラランボー 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗奈村 信重氏 浜田多実雄 様似 林 時春 522＋ 6 〃 アタマ 224．1�
12 ガ イ ナ 	3鹿 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤沢牧場 B450－ 92：03．21� 335．7�
816� エイリアンラバボー 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子林 正道氏 武井 亮 仏 Guy Pari-
ente Holding 458－ 22：03．3クビ 58．7�

36 エフディサンゼン 牝3栗 54 五十嵐雄祐鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 452－ 82：04．15 308．8�
48 メインステイ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 530－ 22：05．05 326．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，800，900円 複勝： 29，919，900円 枠連： 9，309，400円
馬連： 25，854，300円 馬単： 17，845，700円 ワイド： 16，197，100円
3連複： 34，628，700円 3連単： 58，747，000円 計： 211，303，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 180円 � 180円 � 110円 枠 連（3－6） 1，320円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 590円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計 188009 的中 � 16041（4番人気）
複勝票数 計 299199 的中 � 22347（5番人気）� 23372（4番人気）� 161410（1番人気）
枠連票数 計 93094 的中 （3－6） 5430（6番人気）
馬連票数 計 258543 的中 �� 6832（11番人気）
馬単票数 計 178457 的中 �� 2166（19番人気）
ワイド票数 計 161971 的中 �� 6331（7番人気）�� 15165（2番人気）�� 12840（4番人気）
3連複票数 計 346287 的中 ��� 17899（6番人気）
3連単票数 計 587470 的中 ��� 2584（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．1―12．5―12．2―12．3―12．1―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．0―47．1―59．6―1：11．8―1：24．1―1：36．2―1：48．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キークラッカー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．11．8 東京5着

2013．3．22生 牡3鹿 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 7戦1勝 賞金 7，750，000円



14067 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

33 � エイシンスペーシア �5栗 57
55 △長岡 禎仁岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B452＋ 41：53．0 37．8�

811 アキトプレスト 牡4栗 57
54 ▲木幡 巧也岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B486－ 61：53．21� 7．8�

11 ロードプレステージ 牡4黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 432－ 2 〃 クビ 5．2�

710 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57
54 ▲原田 和真石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 498＋161：53．41 4．7�

44 ハッピーロード �5栗 57 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 500＋ 2 〃 クビ 8．3�
812 モアニレフア 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 430－ 21：53．5クビ 139．7	
22 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57

55 △加藤 祥太
ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 492＋12 〃 ハナ 79．2�
79 � クラウンビュレット 牡6鹿 57

55 △伴 啓太矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 484＋ 41：53．82 75．9�
68 � メイショウトリトン 牡6黒鹿 57

56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 480± 01：53．9� 10．1
67 � クリノダイシャリン 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 496－ 21：54．11 3．4�
56 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 420－ 21：54．42 8．0�
55 ステイバーニング 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B468－ 11：54．61� 39．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，527，800円 複勝： 22，691，000円 枠連： 8，426，200円
馬連： 31，710，000円 馬単： 19，943，600円 ワイド： 19，331，100円
3連複： 47，151，000円 3連単： 72，251，500円 計： 240，032，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，780円 複 勝 � 1，020円 � 310円 � 210円 枠 連（3－8） 16，200円

馬 連 �� 14，950円 馬 単 �� 38，650円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 3，170円 �� 890円

3 連 複 ��� 25，440円 3 連 単 ��� 230，750円

票 数

単勝票数 計 185278 的中 � 3915（8番人気）
複勝票数 計 226910 的中 � 4736（8番人気）� 19210（7番人気）� 34287（2番人気）
枠連票数 計 84262 的中 （3－8） 403（26番人気）
馬連票数 計 317100 的中 �� 1643（36番人気）
馬単票数 計 199436 的中 �� 387（82番人気）
ワイド票数 計 193311 的中 �� 1321（31番人気）�� 1539（25番人気）�� 5813（14番人気）
3連複票数 計 471510 的中 ��� 1390（73番人気）
3連単票数 計 722515 的中 ��� 227（554番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．2―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンスペーシア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 With Approval

2011．4．2生 �5栗 母 マシロンガール 母母 Above the Salt 15戦1勝 賞金 9，350，000円
初出走 JRA

14068 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第8競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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 350，000
350，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

714 アズマクィーン 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 472＋101：21．3 4．0�

815 メイショウラバンド 牝5鹿 55
53 △加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 456＋ 81：21．62 4．7�

59 イーグルアモン 牝5鹿 55
52 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B464＋ 21：21．7クビ 19．4�

611 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 ハナ 11．3�
510 ダブルコーク 牡5黒鹿57 勝浦 正樹�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 81：21．9� 4．6�
612� ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 450± 0 〃 同着 13．2	
11 ラ イ ザ ン 牡5青鹿 57

54 ▲荻野 極林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：22．0� 11．2

12 � シ ン キ ロ ウ 牡4青鹿57 菱田 裕二野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 452－ 81：22．31� 48．8�
47 スミレタンポポ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 巧也海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 404＋ 21：22．4� 140．4�
35 イルーシヴキャット 牝5栗 55 川須 栄彦 社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464－ 4 〃 ハナ 6．7�
36 � スズカブレーン 牡4鹿 57

55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480＋ 41：22．5� 22．8�
713 レッドブラッサム 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 448＋121：22．6� 72．7�
23 ジョーヌドール 牡6栗 57 丸田 恭介広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 468－ 2 〃 クビ 93．0�
816� ウルトラバローズ 牡5鹿 57 国分 恭介猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 454－ 21：23．02� 93．8�
24 � ケンブリッジヒカリ 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹中西 宏彰氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 0 〃 クビ 212．1�

48 フロイデシューネル 牝4鹿 55
52 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 496＋221：24．38 84．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，521，700円 複勝： 24，940，800円 枠連： 11，370，600円
馬連： 33，006，300円 馬単： 16，361，500円 ワイド： 20，609，700円
3連複： 49，085，300円 3連単： 61，809，300円 計： 233，705，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 180円 � 430円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，340円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 22，290円

票 数

単勝票数 計 165217 的中 � 32644（1番人気）
複勝票数 計 249408 的中 � 44134（2番人気）� 39690（3番人気）� 11649（8番人気）
枠連票数 計 113706 的中 （7－8） 9561（3番人気）
馬連票数 計 330063 的中 �� 23564（2番人気）
馬単票数 計 163615 的中 �� 6201（2番人気）
ワイド票数 計 206097 的中 �� 13382（2番人気）�� 3778（19番人気）�� 3763（20番人気）
3連複票数 計 490853 的中 ��� 6723（16番人気）
3連単票数 計 618093 的中 ��� 2010（49番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．0―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．3―46．3―58．0―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 ・（5，6）9（1，8）（4，14，16）（7，11，13）（10，15）（3，12）－2 4 ・（5，6）9（1，14）（8，16）（4，11）（7，13，15）10（3，12）－2

勝馬の
紹 介

アズマクィーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．23 札幌3着

2012．3．5生 牝4鹿 母 ハートオブクィーン 母母 マイシークレット 19戦2勝 賞金 30，470，000円



14069 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6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）

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

59 � エイシンパライソ 牡4栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm B506＋ 81：11．8 2．9�

58 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 468－ 21：11．9� 8．4�

11 サウスリバティー 牡4栗 57
54 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 462± 0 〃 アタマ 8．5�

46 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－ 81：12．0� 15．1�

47 ア ウ リ ン 牡4青鹿 57
55 △長岡 禎仁山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 506－ 8 〃 クビ 5．3�

35 � シゲルエチゴ 牡5芦 57 吉田 隼人 �ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 460－ 81：12．1� 27．3	
713 セ ル メ ー ル 牡4鹿 57 石橋 脩前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：12．31	 25．5

611 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 464＋ 41：12．51� 76．4�
815� ストームジャガー 牡6鹿 57 勝浦 正樹馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 496＋ 41：12．6クビ 15．0�
34 � 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 B476－ 2 〃 クビ 29．9
610 ウインネオルーラー 牡5黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 B474－ 81：13．55 55．8�
23 � ワイドヴィンチェレ 牡4黒鹿 57

55 △加藤 祥太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社
吉田ファーム 420＋101：13．7
 363．4�

712� シャトルソニック 牡4鹿 57
54 ▲木幡 巧也細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 496＋111：14．02 68．7�

22 カシノヒカル 牡5鹿 57 川須 栄彦柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ
アーム 496＋ 21：14．1� 240．6�

814� メイショウアバラガ 牡4鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B518＋ 41：15．37 5．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，716，500円 複勝： 31，197，500円 枠連： 13，274，300円
馬連： 47，488，200円 馬単： 22，006，300円 ワイド： 27，658，600円
3連複： 61，585，100円 3連単： 86，873，900円 計： 311，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 240円 � 210円 枠 連（5－5） 1，810円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 530円 �� 740円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 18，370円

票 数

単勝票数 計 217165 的中 � 58633（1番人気）
複勝票数 計 311975 的中 � 52877（2番人気）� 30936（5番人気）� 38418（4番人気）
枠連票数 計 132743 的中 （5－5） 5665（8番人気）
馬連票数 計 474882 的中 �� 26934（3番人気）
馬単票数 計 220063 的中 �� 7363（4番人気）
ワイド票数 計 276586 的中 �� 13932（3番人気）�� 9577（6番人気）�� 5969（14番人気）
3連複票数 計 615851 的中 ��� 9275（12番人気）
3連単票数 計 868739 的中 ��� 3427（32番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．3―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンパライソ �
�
父 Zensational �

�
母父 French Deputy デビュー 2015．2．14 京都15着

2012．4．30生 牡4栗 母 Champagne Royale 母母 All Tanked Up 12戦2勝 賞金 19，790，000円

14070 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第10競走 2，200�
た い な い が わ

胎 内 川 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

34 ステイザコース �6栗 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋102：12．6 2．5�

22 フォルトファーレン 牡7黒鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 456－ 22：12．92 9．0�
713 ヴァルコイネン 牡5芦 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B468－ 22：13．11� 9．1�
35 メリーモナーク �4鹿 57 岩崎 翼 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 22．6�
712 マイネルスパーブ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 62：13．2クビ 20．4	
814 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± 0 〃 クビ 8．0

58 ダブルイーグル 牡8鹿 57 加藤 祥太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 474－ 42：13．51� 9．7�
46 タルトオポム 牡5黒鹿57 木幡 巧也亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 444－ 42：13．6クビ 55．8�
23 ラウレアブルーム 牡4鹿 57 津村 明秀横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 494＋ 6 〃 ハナ 12．6
59 タツゴウゲキ 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 472＋ 22：13．7� 14．9�
611 ウインセイヴィア 牡4栗 57 原田 和真�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B464＋ 42：13．9� 256．5�
47 タイタニウム 牡4鹿 57 木幡 初也吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 452＋ 22：14．21� 12．9�
11 シャイニーデイズ �6鹿 57 西田雄一郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 482＋ 4 〃 ハナ 31．7�
610� シャドウゲーム �6鹿 57 川須 栄彦飯塚 知一氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 85．0�
815 スターチェイサー 牡4芦 57 菱田 裕二 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 492＋102：14．73 37．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，008，600円 複勝： 29，423，500円 枠連： 16，862，800円
馬連： 50，594，000円 馬単： 24，995，700円 ワイド： 30，497，300円
3連複： 73，812，900円 3連単： 98，941，600円 計： 345，136，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 250円 � 250円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 540円 �� 510円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 200086 的中 � 63194（1番人気）
複勝票数 計 294235 的中 � 66642（1番人気）� 26569（5番人気）� 27089（4番人気）
枠連票数 計 168628 的中 （2－3） 19545（1番人気）
馬連票数 計 505940 的中 �� 27942（4番人気）
馬単票数 計 249957 的中 �� 9005（4番人気）
ワイド票数 計 304973 的中 �� 14952（4番人気）�� 15912（3番人気）�� 5854（12番人気）
3連複票数 計 738129 的中 ��� 16485（5番人気）
3連単票数 計 989416 的中 ��� 5222（16番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―12．6―12．3―12．5―12．1―12．2―12．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．3―34．8―47．4―59．7―1：12．2―1：24．3―1：36．5―1：48．9―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイザコース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．11．11 京都1着

2010．3．17生 �6栗 母 スターバイオレット 母母 ミユキカマダ 16戦2勝 賞金 29，643，000円



14071 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第11競走 ��1，800�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，1，000万円以下，27．5．16以降28．5．8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 329，000円 94，000円 47，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

814 ナスノセイカン 牡4鹿 54 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466－ 41：46．9 7．2�

23 ヤマニンバステト 牝5鹿 53 石橋 脩土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460± 01：47．21� 4．4�
713 ブレイヴリー 牡5鹿 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B494＋ 41：47．41 5．5�
35 キングズオブザサン �5芦 57 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 5．9�
34 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 22．1	
59 シルクブルックリン 牡7黒鹿54 長岡 禎仁 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 562－ 21：47．5� 9．1

22 タイセイクルーズ 牡5栗 54 津村 明秀田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 536＋ 21：47．6� 18．8�
58 トレジャーマップ 牡5鹿 54 横山 和生小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 446－ 2 〃 ハナ 9．1�
610 サトノフェアリー 牝6鹿 51 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 440± 01：47．7クビ 10．6
46 レオフラッパー 牝4栗 52 木幡 巧也�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 462－ 81：47．8� 68．2�
611 イレプレイスブル 牡6黒鹿54 西田雄一郎�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464＋ 41：48．01� 46．2�
815 フェイトカラー 牝5黒鹿52 勝浦 正樹吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 516± 01：48．21� 32．6�
11 ケイアイユニコーン 牡7栗 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B506＋14 〃 クビ 55．6�
712 ヒロノプリンス 牡6鹿 55 井上 敏樹サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 470－ 61：48．62� 31．9�
47 カゼノサファイア 牝6青 50 木幡 初也深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 476± 01：49．34 124．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，678，600円 複勝： 44，864，900円 枠連： 34，960，900円
馬連： 143，735，900円 馬単： 58，206，800円 ワイド： 59，089，000円
3連複： 198，155，400円 3連単： 276，956，000円 計： 847，647，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 170円 � 200円 枠 連（2－8） 1，570円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 700円 �� 690円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 19，110円

票 数

単勝票数 計 316786 的中 � 35173（4番人気）
複勝票数 計 448649 的中 � 47307（4番人気）� 73179（1番人気）� 59377（3番人気）
枠連票数 計 349609 的中 （2－8） 17237（10番人気）
馬連票数 計1437359 的中 �� 59936（4番人気）
馬単票数 計 582068 的中 �� 10591（14番人気）
ワイド票数 計 590890 的中 �� 21174（5番人気）�� 21465（4番人気）�� 31397（1番人気）
3連複票数 計1981554 的中 ��� 48324（2番人気）
3連単票数 計2769560 的中 ��� 10505（29番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．1―12．9―12．3―12．0―11．4―10．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．7―49．6―1：01．9―1：13．9―1：25．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．0
3 ・（7，12）15（3，11）13（6，9）14（1，8）5（2，10）－4 4 ・（7，12）（3，15，11）（6，9，13）14（1，8，5）（2，10）4

勝馬の
紹 介

ナスノセイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．11．8 東京4着

2012．5．23生 牡4鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 15戦3勝 賞金 31，249，000円

14072 5月15日 晴 良 （28新潟1）第6日 第12競走 ��1，000�
ひ り ゅ う

飛 竜 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

815� ピュアリーソリッド 牝4鹿 55 藤田菜七子南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 448＋18 55．4 17．6�

48 コウユーココロザシ 牝4鹿 55 木幡 初也加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 510＋ 8 55．5� 33．2�
611 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 464－ 6 55．6� 10．6�
612 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 458＋ 6 〃 ハナ 9．2�
510� タイキパラドックス 牡4栗 57 丹内 祐次�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448＋14 〃 ハナ 66．9�
714� サウンドターゲット 牡5鹿 57 加藤 祥太増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 476－ 4 〃 ハナ 21．3	
12 サチノクイーン 牝5鹿 55 国分 恭介佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B466＋ 4 55．7	 6．6

47 オールパーパス 
5栗 57 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 4 55．8� 15．1�
11 � ムーンフライト 牝5鹿 55 �島 良太 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 496＋16 〃 アタマ 64．3�
816� シンボリマティス 牡4鹿 57 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 484＋ 4 55．9	 38．3
24 トラストレイカ 牝4鹿 55 岩崎 翼菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 428± 0 56．0クビ 25．7�
35 ブロンディジェニー 牝4栗 55 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 432－ 4 56．1	 6．5�
59 ハコダテローズ 牝4鹿 55 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426± 0 56．2	 12．4�
713 デュアルメジャー 牡4青鹿57 伴 啓太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482± 0 56．3	 6．9�
23 トウカイクローネ 牡4青鹿57 丸山 元気内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 462－ 8 56．4	 4．6�
36 � トリンカファイブ 牝4鹿 55 勝浦 正樹�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 416－10 56．71� 104．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，802，500円 複勝： 47，555，600円 枠連： 32，507，600円
馬連： 106，173，400円 馬単： 43，542，800円 ワイド： 53，721，300円
3連複： 158，105，800円 3連単： 203，307，300円 計： 681，716，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 700円 � 980円 � 400円 枠 連（4－8） 5，730円

馬 連 �� 28，580円 馬 単 �� 46，380円

ワ イ ド �� 8，870円 �� 3，890円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 101，260円 3 連 単 ��� 569，100円

票 数

単勝票数 計 368025 的中 � 16690（9番人気）
複勝票数 計 475556 的中 � 17614（11番人気）� 12141（12番人気）� 33892（7番人気）
枠連票数 計 325076 的中 （4－8） 4395（30番人気）
馬連票数 計1061734 的中 �� 2879（85番人気）
馬単票数 計 435428 的中 �� 704（147番人気）
ワイド票数 計 537213 的中 �� 1554（86番人気）�� 3587（48番人気）�� 2661（63番人気）
3連複票数 計1581058 的中 ��� 1171（305番人気）
3連単票数 計2033073 的中 ��� 259（1722番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．7―10．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．1―43．4

上り4F43．3－3F33．0
勝馬の
紹 介

�ピュアリーソリッド �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．1．31 東京11着

2012．3．24生 牝4鹿 母 South Humor 母母 Torchera 7戦2勝 賞金 14，492，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オートクレール号・クリノイザナミ号・ソアリングホーク号・タガノスカイ号・ブリッツカイザー号・リュウツバメ号

３レース目



（28新潟1）第6日 5月15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 179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

164，900，000円
3，800，000円
7，820，000円
1，570，000円
16，580，000円
66，444，500円
5，468，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
238，822，900円
355，399，500円
177，035，600円
581，006，300円
289，220，900円
325，160，500円
845，638，000円
1，169，276，500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 3，981，560，200円

総入場人員 14，030名 （有料入場人員 12，055名）
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