
14053 5月16日 曇 重 （27新潟1）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12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
2：00．2
1：56．1

良
良

24 コートオブアームズ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448± 02：03．4 14．6�
612 ヒアカムズザサン 牡3栗 56 L．オールプレス �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 02：03．72 1．9�

（旧姓 L．マンビー） （新）

11 プラトンイミシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 B460＋ 62：03．91� 25．1�
510 オーバースト �3黒鹿56 宮崎 北斗岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－122：04．11� 94．1�
23 マイネルリコルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 500＋ 42：04．2� 12．5	
815 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 448－ 42：04．3クビ 3．9

611 サンディアタッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 450＋ 42：04．72� 21．4�
713 ベ ン ガ ル 牡3鹿 56 伊藤 工真吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 468－ 22：04．91� 50．3�
48 アコルダージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440± 02：05．0クビ 40．2
714 クリスバローズ 牡3青鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 池江 泰寿 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―2：05．1� 7．3�
59 スイートカリヨン 牝3鹿 54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 442－ 42：05．2� 59．6�
36 キングギムレット 牡3黒鹿56 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 450＋ 4 〃 クビ 46．7�
816 インターセプター 牡3黒鹿56 荻野 琢真 �社台レースホース須貝 尚介 安平 追分ファーム 540 ―2：05．94 100．8�
35 ス バ ル 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 和田 正道 浦河 鵜木 唯義 418 ―2：09．2大差 151．6�
12 ダノンサプライズ 牡3鹿 56 津村 明秀�ダノックス 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 524 ―2：09．52 124．8�

（15頭）
47 マイティブロウ �3鹿 56

53 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 B448－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，871，800円 複勝： 27，574，300円 枠連： 11，616，200円
馬連： 29，517，800円 馬単： 21，425，400円 ワイド： 19，222，900円
3連複： 39，909，100円 3連単： 67，925，100円 計： 234，062，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 360円 � 110円 � 430円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，310円 �� 930円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 差引計 168718（返還計 752） 的中 � 9216（5番人気）
複勝票数 差引計 275743（返還計 1422） 的中 � 12603（6番人気）� 120324（1番人気）� 9857（7番人気）
枠連票数 差引計 116162（返還計 83） 的中 （2－6） 15808（2番人気）
馬連票数 差引計 295178（返還計 3664） 的中 �� 12199（5番人気）
馬単票数 差引計 214254（返還計 2124） 的中 �� 3430（14番人気）
ワイド票数 差引計 192229（返還計 2942） 的中 �� 7742（7番人気）�� 1417（31番人気）�� 5378（9番人気）
3連複票数 差引計 399091（返還計 8823） 的中 ��� 3546（26番人気）
3連単票数 差引計 679251（返還計 14755） 的中 ��� 861（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．6―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．2―1：38．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．2
1
3
3－4－（8，10）12（9，11）14（13，15）－1，6，16－5，2
3＝4＝（8，10）（12，11）－（9，14）（13，15）1（6，16）＝2＝5

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

勝馬の
紹 介

コートオブアームズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2015．3．14 中京7着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 マイティブロウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔左前腕部裂創〕を発症したため競走

除外。
ダノンサプライズ号は，馬場入場後に馬装整備。
発走時刻22分遅延。

〔制裁〕 ダノンサプライズ号の調教師菊沢隆徳は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
ヒアカムズザサン号の騎手L．オールプレスは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1
番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイティブロウ号は，平成27年5月17日から平成27年6月15日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スバル号・ダノンサプライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16日
まで平地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14054 5月16日 曇 重 （27新潟1）第5日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

815 オルティラアスール 牝3鹿 54 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 464－ 6 56．4 5．7�
816 アースエンジェル 牝3青鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 440 ― 〃 クビ 18．4�
35 � セイウンデライラ 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &

Thorne,Inc. 482± 0 56．82� 6．5�
714 サイレンスラヴ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 464＋ 8 57．01� 10．1�
510 ハネムーンソング 牝3鹿 54 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 6 57．1� 6．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

12 � ピュアリーソリッド 牝3鹿 54 西田雄一郎南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 444＋18 57．2クビ 12．1	

611 メッサーウイング 牝3栗 54 国分 恭介野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 432－14 57．3� 7．6

23 ルールブルー 牝3青鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 432± 0 57．72� 41．1�
713 ラヴィーダヴィー 牝3栗 54 嶋田 純次小林竜太郎氏 武井 亮 えりも エクセルマネジメント 408＋ 4 〃 ハナ 172．7�
47 ハイピュアリティ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 ハナ 21．4
24 マテルドロローザ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 424－ 4 57．8クビ 25．8�
59 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 丸田 恭介山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 486＋ 2 57．9� 5．7�
612 オウケンチョコ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 462－14 58．0� 17．0�
48 リ ー ジ ュ 牡3栗 56 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ― 〃 クビ 60．5�
36 マニワプリンセス 牝3鹿 54 杉原 誠人�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 444＋ 4 58．1クビ 43．0�
11 ガンダルヴァ 牡3鹿 56 伊藤 工真村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 428－ 61：03．7大差 184．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，941，400円 複勝： 14，267，800円 枠連： 9，351，100円
馬連： 25，883，200円 馬単： 14，431，200円 ワイド： 15，837，600円
3連複： 43，353，500円 3連単： 53，158，400円 計： 188，224，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 460円 � 210円 枠 連（8－8） 4，150円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 490円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 119414 的中 � 16648（2番人気）
複勝票数 計 142678 的中 � 24734（1番人気）� 6470（9番人気）� 18432（2番人気）
枠連票数 計 93511 的中 （8－8） 1743（18番人気）
馬連票数 計 258832 的中 �� 4087（17番人気）
馬単票数 計 144312 的中 �� 1385（29番人気）
ワイド票数 計 158376 的中 �� 2803（14番人気）�� 8917（1番人気）�� 1714（21番人気）
3連複票数 計 433535 的中 ��� 2283（45番人気）
3連単票数 計 531584 的中 ��� 491（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．6―44．5

上り4F44．3－3F34．0
勝馬の
紹 介

オルティラアスール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．13 新潟4着

2012．5．3生 牝3鹿 母 サングレアズール 母母 リメインラブ 7戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンダルヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16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 グランドデザイン号・フラワーフェスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


