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13061 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

35 � デトロイトテソーロ 牝3黒鹿 54
52 △菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 470± 01：09．1 2．9�

12 オパールシャルム 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 474＋ 21：09．52� 3．3�

59 � サトノジヴェルニー 牡3栗 56
55 ☆岩田 望来 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 454＋ 8 〃 クビ 4．2�
713 フローラルドレス 牝3鹿 54

51 ▲原 優介髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B420± 01：09．71 23．9�

612 ヒルノパルマ 牝3黒鹿54 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 430＋161：09．8� 43．0�
816 ムーンライトリバー 牝3鹿 54 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 418－ 21：10．01� 40．0	
11 ゲームアルアル 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480± 0 〃 クビ 21．7

611 プリティユニバンス 牝3黒鹿54 川又 賢治亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442－ 81：10．21 30．9�
23 チャーミングポポ 牝3鹿 54 大庭 和弥中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 470＋161：10．62� 234．7�
48 � ダンレアリー 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 中竹 和也 愛 Godolphin 514－10 〃 クビ 14．2
36 クイーンカピオラニ 牝3栗 54 柴山 雄一�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 416± 01：10．7クビ 21．3�
510 ジュネスドール 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 賀張中川牧場 444＋ 21：11．02 62．3�

815 コレクションラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田牧場 442－ 41：11．1クビ 18．9�
714 デルマカーネリアン 牡3黒鹿56 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 430＋ 61：11．2� 538．0�
24 ポートメイリオン 牝3青 54

53 ☆団野 大成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 6 〃 クビ 56．1�
47 ジュンスターリッチ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B450－ 81：11．94 281．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，989，500円 複勝： 46，320，600円 枠連： 10，183，900円
馬連： 52，655，600円 馬単： 23，955，500円 ワイド： 46，807，200円
3連複： 86，035，600円 3連単： 87，315，100円 計： 382，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－3） 460円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 370円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 289895 的中 � 78128（1番人気）
複勝票数 計 463206 的中 � 129789（1番人気）� 104131（2番人気）� 71482（3番人気）
枠連票数 計 101839 的中 （1－3） 17115（2番人気）
馬連票数 計 526556 的中 �� 73903（2番人気）
馬単票数 計 239555 的中 �� 16577（3番人気）
ワイド票数 計 468072 的中 �� 72820（1番人気）�� 49443（2番人気）�� 27743（3番人気）
3連複票数 計 860356 的中 ��� 81812（1番人気）
3連単票数 計 873151 的中 ��� 18862（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．4―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デトロイトテソーロ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京3着

2017．3．30生 牝3黒鹿 母 Bella Traviata 母母 Deceit 6戦1勝 賞金 11，500，000円

13062 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

35 ヤサカパフィー 牝3鹿 54 勝浦 正樹志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 478＋ 61：11．9 6．3�
11 ワークアンドビート 牝3青鹿54 中谷 雄太小林 祥晃氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 B472－ 21：12．64 4．6�
59 ストームシップ 牡3栗 56 荻野 極岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 アラキフアーム 466－ 41：13．02� 23．9�
610 キ ュ ア ノ ス 牝3青鹿 54

52 △菅原 明良�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B448－ 61：13．21� 35．7�
611 ゲンパチアイアン 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 476± 01：13．3クビ 5．5�
58 ソフィスティケイト 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹阿部 善武氏 大和田 成 新冠 森 牧場 446－ 2 〃 クビ 51．8	
23 ナイトコマンダー 牡3鹿 56 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 466＋ 41：13．4クビ 18．8

713 ユメミルユメコ 牝3芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 430－ 41：13．5� 41．0�
22 ピエナハーブ 牝3黒鹿54 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 262．8�
814 スパークジョイ 牝3芦 54

53 ☆岩田 望来西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 446－161：13．6� 35．7
712 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54 丸山 元気福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：13．81 3．5�
47 ダイヤモンドリリー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 434－ 61：13．9� 71．2�
46 エスプロジオーネ �3鹿 56

53 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：14．32� 323．5�
815 コウユーユメヲノセ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 498＋12 〃 ハナ 5．1�
34 サツキワンチーム 牝3鹿 54

51 ▲原 優介小野 博郷氏 寺島 良 日高 浜本牧場 434＋101：16．1大差 124．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，599，600円 複勝： 39，049，200円 枠連： 6，657，100円
馬連： 41，005，800円 馬単： 18，373，600円 ワイド： 37，064，200円
3連複： 63，654，400円 3連単： 60，588，800円 計： 291，992，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 180円 � 510円 枠 連（1－3） 1，520円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，490円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 39，040円

票 数

単勝票数 計 255996 的中 � 32312（5番人気）
複勝票数 計 390492 的中 � 58596（3番人気）� 66124（2番人気）� 15323（7番人気）
枠連票数 計 66571 的中 （1－3） 3375（8番人気）
馬連票数 計 410058 的中 �� 20067（7番人気）
馬単票数 計 183736 的中 �� 3726（18番人気）
ワイド票数 計 370642 的中 �� 15171（9番人気）�� 6239（15番人気）�� 5965（16番人気）
3連複票数 計 636544 的中 ��� 6054（28番人気）
3連単票数 計 605888 的中 ��� 1125（126番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．3―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．1―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤサカパフィー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．10．27 東京12着

2017．3．21生 牝3鹿 母 アルマネーレーイス 母母 マイネカプリース 8戦1勝 賞金 9，940，000円
〔発走状況〕 スパークジョイ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキワンチーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月24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 キョウエイリヴァル号・サノレーヌ号

第１回 新潟競馬 第６日



13063 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

47 ライトマイファイア 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500± 01：53．7 4．5�

610 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 504＋ 21：54．02 2．4�

46 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 510＋ 61：54．85 14．4�
58 ヒューミリティ 牡3栗 56 中井 裕二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 474＋ 41：55．12 57．9�
34 � サンメディル 牡3鹿 56 川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

484－ 61：55．2クビ 32．9	
35 タイセイブリッツ 牡3黒鹿56 �島 克駿田中 成奉氏 安田 翔伍 日高 若林 順一 496＋ 81：55．3� 3．8

712 ガラスノヒトミ 牡3栗 56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 むかわ 市川牧場 472＋ 81：56．04 9．6�
814� メイショウロールス 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士松本 好雄氏 南井 克巳 愛
Orchardstown
Farms & Stone
Farm

478－121：56．1クビ 106．9�
11 スズノプレジャー 牡3栗 56 荻野 極新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 鹿嶋牧場 478＋ 4 〃 クビ 13．3
59 リモテソーロ 牡3鹿 56 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 506－ 41：56．41� 203．4�
22 バッファローボム 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 534＋121：56．93 106．6�
611 レ ラ シ オ ン 牡3青鹿56 秋山真一郎朽名 誠氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 524＋101：57．0クビ 49．7�
815 テイエムブロッコ �3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 476± 01：57．64 272．5�
23 マルカシュタルク 牡3栗 56 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 41：58．34 326．1�
713 エムティガジュマル 牡3鹿 56

54 △菅原 明良�門別牧場 高橋 文雅 新ひだか 堀川 洋之 478 ―1：59．57 117．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，791，000円 複勝： 30，490，400円 枠連： 6，157，500円
馬連： 33，529，700円 馬単： 15，943，300円 ワイド： 29，335，900円
3連複： 49，200，700円 3連単： 51，980，100円 計： 239，428，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 130円 � 230円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 300円 �� 760円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 227910 的中 � 40343（3番人気）
複勝票数 計 304904 的中 � 44553（3番人気）� 74936（1番人気）� 26603（5番人気）
枠連票数 計 61575 的中 （4－6） 9383（2番人気）
馬連票数 計 335297 的中 �� 38775（2番人気）
馬単票数 計 159433 的中 �� 7666（4番人気）
ワイド票数 計 293359 的中 �� 27193（2番人気）�� 9194（11番人気）�� 13816（5番人気）
3連複票数 計 492007 的中 ��� 19540（6番人気）
3連単票数 計 519801 的中 ��� 4209（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―13．2―13．0―12．3―12．9―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―50．0―1：03．0―1：15．3―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3
・（4，5）8（1，12）（9，13）（7，11，15）－6，2－10，14－3・（4，5，8）（12，6）－（9，10）7，1（15，14）13，2，11－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライトマイファイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．2 京都5着

2017．3．3生 牡3鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 9戦1勝 賞金 8，890，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムティガジュマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24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 カクシン号

13064 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第4競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時10分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．0良

610 ダノンキングダム 牡6栗 60 高田 潤�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 43：06．5 2．1�
22 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿59 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 486＋ 63：08．6大差 13．9�
58 ルンルンキャット 牝4黒鹿57 植野 貴也�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 452＋ 83：10．6大差 11．1�
813� トキメキジュピター 牡5黒鹿60 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 508－103：11．02� 28．4�
69 � サトノジェームス 牡6鹿 60 金子 光希 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 464－ 63：11．21� 34．1	
34 ケイアイネイビー 牡4栗 59 白浜 雄造亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B468＋103：11．94 4．3

57 インペリオーソ 牝5青鹿58 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 474－ 43：12．32 56．0�
712� メイショウワンモア 牝6鹿 58 森 一馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 472＋ 6 〃 クビ 24．2�
33 テイエムチェロキー 牡6鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 500－ 23：13．36 8．2
45 ミ ラ ビ リ ア 牝5栗 58 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 63：14．36 129．7�
814� クリノカナロアオー �5黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 B462－ 83：15．25 126．3�
11 ファストアプローチ �5栗 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 552－ 23：15．62� 8．5�
711� ワラウウマザンマイ 牡4鹿 59 草野 太郎中地賢次郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 434－ 83：15．81� 307．8�
46 バシクンレッツゴー 牡4栗 59 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 504＋ 43：15．9クビ 371．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，050，400円 複勝： 22，147，200円 枠連： 6，620，100円
馬連： 28，289，200円 馬単： 14，123，600円 ワイド： 22，820，700円
3連複： 46，821，900円 3連単： 56，431，600円 計： 215，304，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 220円 枠 連（2－6） 1，770円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 510円 �� 450円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計 180504 的中 � 68639（1番人気）
複勝票数 計 221472 的中 � 63831（1番人気）� 22907（3番人気）� 21219（4番人気）
枠連票数 計 66201 的中 （2－6） 2891（8番人気）
馬連票数 計 282892 的中 �� 14222（5番人気）
馬単票数 計 141236 的中 �� 4048（7番人気）
ワイド票数 計 228207 的中 �� 11583（4番人気）�� 13695（2番人気）�� 5324（13番人気）
3連複票数 計 468219 的中 ��� 9640（10番人気）
3連単票数 計 564316 的中 ��� 2611（38番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 52．1－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Azamour デビュー 2016．12．11 中京1着

2014．2．9生 牡6栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円
〔騎手変更〕 ケイアイネイビー号の騎手石神深一は，第5日第1競走での落馬負傷のため白浜雄造に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 オンワードセルフ号・ハギノフロンティア号
（非抽選馬） 2頭 エイシンクリック号・シオンコタン号



13065 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時00分 （芝・左・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

815 アドマイヤミモザ 牝3黒鹿54 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋101：46．3 4．0�
35 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 4 〃 クビ 16．2�
47 ブランシュフルール 牝3栗 54 丸山 元気 �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 444－ 61：46．93� 5．8�
11 パリスデージー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 426－ 8 〃 ハナ 2．8�
611 シセイイワイ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 432＋ 61：47．21� 535．4	
12 グランチーノ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464＋181：47．3� 97．1

713 バトーブラン 牝3芦 54

52 △菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 5．9�

59 シャムロックヒル 牝3芦 54
53 ☆団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478－ 61：47．83 17．5�

510 アポロリリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 410－101：48．01� 16．3
48 スパイラルバンブー 牝3栗 54 勝浦 正樹�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 456＋10 〃 アタマ 32．8�
23 ア ク ニ デ ィ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 362－ 4 〃 クビ 33．5�
816 ラ ウ ダ ー テ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか ヒサイファーム 438－ 21：48．1� 192．2�

36 ヨルノトバリ 牝3鹿 54 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 450－ 21：48．31� 391．9�
612 イ デ ア ル 牝3鹿 54 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440－ 41：48．72� 19．3�
714 オンザルース 牝3黒鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 454－ 41：51．1大差 336．9�
24 リトルウィジー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 392－ 41：51．2� 589．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，726，400円 複勝： 47，692，500円 枠連： 7，820，100円
馬連： 47，316，100円 馬単： 22，669，300円 ワイド： 44，587，600円
3連複： 71，150，200円 3連単： 80，580，700円 計： 354，542，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 340円 � 180円 枠 連（3－8） 4，480円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 620円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 46，690円

票 数

単勝票数 計 327264 的中 � 64374（2番人気）
複勝票数 計 476925 的中 � 70722（3番人気）� 30394（5番人気）� 74338（2番人気）
枠連票数 計 78201 的中 （3－8） 1350（16番人気）
馬連票数 計 473161 的中 �� 7371（18番人気）
馬単票数 計 226693 的中 �� 2165（27番人気）
ワイド票数 計 445876 的中 �� 7456（18番人気）�� 19486（5番人気）�� 7269（19番人気）
3連複票数 計 711502 的中 ��� 6071（29番人気）
3連単票数 計 805807 的中 ��� 1251（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．5―46．7―59．1―1：11．3―1：23．1―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤミモザ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alamosa デビュー 2019．8．25 新潟2着

2017．1．23生 牝3黒鹿 母 キ ラ モ サ 母母 Freyja 4戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンザルース号・リトルウィジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24日

まで平地競走に出走できない。

13066 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第6競走 2，200�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

48 パーディシャー 牡3鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 428± 02：15．3 1．8�
11 ホウオウトラスト 牡3鹿 56 黛 弘人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 470－102：15．4� 57．4�
47 マイネルシエル 牡3青 56

53 ▲山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 4 〃 アタマ 8．9�

59 ナムライロハ 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 412± 02：15．61� 36．2�

36 ウインランウェイ 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 432± 02：15．7� 10．0	
510 ウィルビーハッピー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 4 〃 クビ 24．9

611 マイネルグランサム 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 460＋ 42：15．91� 48．7�

612 エトワールミノル 牡3栗 56
53 ▲亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 406＋202：16．0クビ 230．5�

23 シェーンクラート 牡3黒鹿56 横山 和生金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 494－ 4 〃 ハナ 6．4
713 スピルアウト 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534－ 4 〃 クビ 81．4�

815 スキルショット 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 480－ 42：16．1� 34．2�

24 ウインルモンド 牡3黒鹿 56
54 ◇藤田菜七子�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 478＋ 62：16．31 28．2�

35 アイシーブルー 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 野島牧場 436－ 62：16．4� 129．1�
12 インディードシチー 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 494＋ 22：16．61� 64．6�
714 ハクサンフルリール 牡3鹿 56 菱田 裕二河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B442± 02：17．66 8．2�
816 シュバリエサージュ 牡3青 56 荻野 極酒井 喜生氏 小野 次郎 様似 富田 恭司 468＋ 22：17．7� 197．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，062，000円 複勝： 32，569，100円 枠連： 6，935，300円
馬連： 30，564，800円 馬単： 16，199，100円 ワイド： 30，046，700円
3連複： 48，332，900円 3連単： 62，091，700円 計： 247，801，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 1，070円 � 210円 枠 連（1－4） 2，400円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 390円 �� 7，230円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 62，000円

票 数

単勝票数 計 210620 的中 � 92370（1番人気）
複勝票数 計 325691 的中 � 102464（1番人気）� 4855（12番人気）� 37032（3番人気）
枠連票数 計 69353 的中 （1－4） 2231（8番人気）
馬連票数 計 305648 的中 �� 3215（18番人気）
馬単票数 計 161991 的中 �� 1597（26番人気）
ワイド票数 計 300467 的中 �� 2395（31番人気）�� 22107（3番人気）�� 992（55番人気）
3連複票数 計 483329 的中 ��� 2570（38番人気）
3連単票数 計 620917 的中 ��� 726（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．2―34．8―47．7―1：00．3―1：12．8―1：25．4―1：38．1―1：50．6―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．2
1
3
14，16，3，15，10，8（1，9）（5，6，13）（7，11）（2，12）4
14（3，16）10（15，8）（9，1）（6，13）（5，7）（11，4）2，12

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

勝馬の
紹 介

パーディシャー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．7 中山6着

2017．3．26生 牡3鹿 母 エバーブロッサム 母母 サクラサクⅡ 4戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 パーディシャー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



13067 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

11 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 57 �島 克駿�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ B498＋ 41：52．7 3．2�

811 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55
52 ▲小林 凌大飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478± 01：52．8� 11．4�

67 フラッグアドミラル 牡6黒鹿 57
55 △菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474± 01：52．9� 3．0�

44 マイサンシャイン 牡4栗 57
56 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：53．32� 5．6�

33 アララトテソーロ 牡4栗 57
55 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 488－ 21：53．51� 39．5�
79 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B456－12 〃 アタマ 79．4	
55 タニノシェクハンド 牡4栗 57

54 ▲原 優介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 488－ 21：53．71� 27．7

710� ヒロノブシドウ 牡5黒鹿 57

54 ▲亀田 温心小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 510＋201：53．8クビ 48．7�
68 � ホウオウサマンサ 牝5栗 55

54 ☆団野 大成小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B470＋101：54．54 56．6�
22 マーベラスアゲン 牡4鹿 57 川又 賢治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 476＋ 4 〃 クビ 17．6
56 キングスバレイ 牡4栗 57 荻野 極村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 524＋ 41：54．6クビ 5．8�
812 ボーイズオブサマー 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 21：54．92 90．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，891，300円 複勝： 31，855，100円 枠連： 5，951，900円
馬連： 37，509，300円 馬単： 17，404，500円 ワイド： 31，693，600円
3連複： 51，481，100円 3連単： 71，884，400円 計： 270，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 190円 � 120円 枠 連（1－8） 1，930円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 500円 �� 190円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 228913 的中 � 56600（2番人気）
複勝票数 計 318551 的中 � 71959（2番人気）� 31591（5番人気）� 78525（1番人気）
枠連票数 計 59519 的中 （1－8） 2379（8番人気）
馬連票数 計 375093 的中 �� 13239（8番人気）
馬単票数 計 174045 的中 �� 4320（12番人気）
ワイド票数 計 316936 的中 �� 14017（7番人気）�� 51331（1番人気）�� 17557（5番人気）
3連複票数 計 514811 的中 ��� 25715（3番人気）
3連単票数 計 718844 的中 ��� 5891（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．3―12．7―12．5―12．3―13．1―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．5―1：01．0―1：13．3―1：26．4―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．4
1
3
6，7（4，11）－（2，8）－1，10（5，9）－3－12・（6，7）11－4（2，8）1－（5，10）3，9＝12

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡4栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 21戦2勝 賞金 28，550，000円
〔制裁〕 ワインレッドローズ号の騎手小林凌大は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

トゥルボー号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和2年6月6日から令和2年6月7日ま
で騎乗停止。（被害馬：6番）

13068 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 �島 克駿八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498－ 21：22．7 9．5�

815 ダンシングチコ 牝5鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 3．0�
610� ミッドサマーハウス 牝4青 55 秋山真一郎ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 468± 01：22．91� 3．6�
58 タマノジュメイラ 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B482＋ 81：23．11 21．5�
34 シトラスノキセキ 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444＋ 21：23．2� 45．2�
46 ホッコーメヴィウス 	4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454－ 2 〃 クビ 14．3	
814 セントセシリア 牝4栗 55 菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 410＋121：23．41
 76．2

22 � プラチナポセイドン 牡4芦 57 丸山 元気�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：23．5� 9．3�
611 マ ロ リ ン 牝4鹿 55 横山 和生吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 24．3�
35 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 466＋ 4 〃 ハナ 16．2
712 ミヤコローズ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 21：23．6クビ 10．5�
47 � ヒミングレーヴァ 牝5鹿 55

53 △菅原 明良�フロンティア 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム B418－121：24．02� 157．0�
23 � リーゼントシャルフ 牡6鹿 57 中谷 雄太三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 478＋ 81：24．1クビ 16．6�
59 � ヨドノオーシャン 牡4鹿 57 川又 賢治海原 聖一氏 古賀 史生 浦河 林農場 436－ 41：24．2 158．2�
11 � メープルリキュール 牝5栗 55 木幡 初也 �社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 458± 01：24．94 64．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，973，600円 複勝： 39，883，400円 枠連： 9，520，100円
馬連： 50，648，200円 馬単： 20，265，200円 ワイド： 41，830，600円
3連複： 72，275，600円 3連単： 80，022，800円 計： 341，419，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 200円 � 130円 � 140円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 390円 �� 450円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 10，300円

票 数

単勝票数 計 269736 的中 � 22631（4番人気）
複勝票数 計 398834 的中 � 41310（3番人気）� 95763（1番人気）� 75649（2番人気）
枠連票数 計 95201 的中 （7－8） 11185（2番人気）
馬連票数 計 506482 的中 �� 30594（3番人気）
馬単票数 計 202652 的中 �� 4577（11番人気）
ワイド票数 計 418306 的中 �� 25553（2番人気）�� 21649（3番人気）�� 54032（1番人気）
3連複票数 計 722756 的中 ��� 47374（1番人気）
3連単票数 計 800228 的中 ��� 5630（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．3―11．9―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．5―47．8―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 4，12（2，14）15（5，7）13（1，6）（3，8，10，9）－11 4 4（12，14）（2，15）（5，7，13）（6，10）3（1，8）－9，11

勝馬の
紹 介

タガノスカイハイ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エアジハード デビュー 2017．6．4 阪神2着

2015．3．4生 牡5鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント 23戦2勝 賞金 33，833，000円
※出走取消馬 リャスナ号（疾病〔左後肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイイーグル号
（非抽選馬） 2頭 サウンドオブビット号・サンディレクション号



13069 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第9競走 1，200�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

712 アヴォンリー 牝4栗 55 川又 賢治田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 472－ 41：11．0 7．2�
11 メイショウカササギ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 474＋ 61：11．74 59．4�
611 タガノジェロディ 牡4栗 57 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 B478－ 21：11．91� 2．5�
610 バットオールソー 牡5栗 57

56 ☆岩田 望来久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：12．0� 5．6�

22 トーアシオン 牡4栗 57
54 ▲秋山 稔樹高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 490＋ 6 〃 アタマ 8．2�

713� コパノアダムス 牡4鹿 57 菱田 裕二小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 486－ 41：12．21� 113．4	
59 � トーホウフレーテ 牝4鹿 55 荻野 極東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 32．8

47 ヒカリトップメモリ 牝7鹿 55 黛 弘人�ヒカリクラブ 南田美知雄 新ひだか 服部 牧場 B488＋161：12．41� 17．8�
34 ペイシャリルキス �4鹿 57

55 △菅原 明良北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 482＋ 61：12．5	 4．7�
35 � カ ッ シ ー ニ �4黒鹿57 横山 和生寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 496＋181：12．6� 68．2
814� アメリカズハート 牝5栗 55 吉田 隼人栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 466± 01：13．02	 19．2�
815 ニシノアマタ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 460＋ 61：13．1� 53．9�
23 � エルポルラド 牡5鹿 57 木幡 初也加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 41：13．2クビ 441．6�
58 � ホウオウエックス 牡4鹿 57

54 ▲原 優介小笹 芳央氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：13．3	 95．2�
46 � サンセットオーラ 牡5鹿 57 西田雄一郎 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 454＋ 11：13．51	 260．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，429，600円 複勝： 39，101，700円 枠連： 10，123，100円
馬連： 53，698，500円 馬単： 23，348，600円 ワイド： 43，950，700円
3連複： 78，968，000円 3連単： 97，114，200円 計： 374，734，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 1，060円 � 140円 枠 連（1－7） 16，720円

馬 連 �� 20，860円 馬 単 �� 27，700円

ワ イ ド �� 5，350円 �� 370円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 13，280円 3 連 単 ��� 129，900円

票 数

単勝票数 計 284296 的中 � 31418（4番人気）
複勝票数 計 391017 的中 � 49095（4番人気）� 6398（11番人気）� 98497（1番人気）
枠連票数 計 101231 的中 （1－7） 469（27番人気）
馬連票数 計 536985 的中 �� 1995（41番人気）
馬単票数 計 233486 的中 �� 632（65番人気）
ワイド票数 計 439507 的中 �� 1948（46番人気）�� 34889（2番人気）�� 4370（23番人気）
3連複票数 計 789680 的中 ��� 4459（40番人気）
3連単票数 計 971142 的中 ��� 542（333番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．5―12．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．5―47．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴォンリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2019．1．19 中山1着

2016．3．4生 牝4栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 11戦2勝 賞金 17，320，000円
※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） 1頭 パーフェクトウェイ号
（非抽選馬） 3頭 ギニー号・ケンユキノオー号・メイショウヤシャ号

13070 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第10競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

812 レッドアルマーダ �4鹿 57 団野 大成 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 540＋121：47．3 35．9�
68 アキノコマチ 牝4鹿 55 �島 克駿穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430＋201：47．62 176．9�
56 オールイズウェル 牡4黒鹿57 丸山 元気小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492＋ 2 〃 クビ 3．3�
711�	 ファインスティール 牝4鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

520＋ 41：47．7クビ 12．6�
710 スズカメジャー 牡6鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋ 21：47．8
 12．1�
69 タイセイトレンディ �5青鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 452± 01：47．9� 45．5	
44 ショーヒデキラ 牡4鹿 57 横山 和生吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 480＋ 2 〃 アタマ 3．1

57 ベルキューティ 牝4黒鹿55 藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 408＋141：48．0クビ 17．2�
33 アグリューム 牝4鹿 55 秋山真一郎 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 7．5
813 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B458＋ 21：48．1� 9．4�
45 	 コペルニクス �6黒鹿57 西田雄一郎近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：48．41
 54．5�
22 ディープインラヴ 牡5鹿 57 川又 賢治�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 41：48．61� 10．9�
11 	 スリープレッピー �7黒鹿57 柴山 雄一永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 470＋121：48．81 214．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，797，900円 複勝： 46，519，400円 枠連： 11，830，600円
馬連： 66，853，300円 馬単： 27，121，900円 ワイド： 50，285，000円
3連複： 95，155，800円 3連単： 110，312，300円 計： 443，876，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 900円 � 3，000円 � 190円 枠 連（6－8） 7，980円

馬 連 �� 145，530円 馬 単 �� 209，700円

ワ イ ド �� 27，330円 �� 2，150円 �� 8，910円

3 連 複 ��� 188，300円 3 連 単 ��� 2，285，040円

票 数

単勝票数 計 357979 的中 � 7967（9番人気）
複勝票数 計 465194 的中 � 11879（9番人気）� 3349（12番人気）� 82697（2番人気）
枠連票数 計 118306 的中 （6－8） 1148（21番人気）
馬連票数 計 668533 的中 �� 356（72番人気）
馬単票数 計 271219 的中 �� 97（138番人気）
ワイド票数 計 502850 的中 �� 469（72番人気）�� 6141（25番人気）�� 1446（54番人気）
3連複票数 計 951558 的中 ��� 379（195番人気）
3連単票数 計1103123 的中 ��� 35（1370番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―36．8―49．3―1：01．8―1：13．7―1：24．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアルマーダ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．8．3 新潟11着

2016．5．12生 �4鹿 母 レッドシェリール 母母 マ ン ダ ラ ラ 3戦1勝 賞金 10，950，000円



13071 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6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，1．5．18以降2．5．17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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 ライオンボス 牡5栗 57．5 �島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 542－ 4 54．2 2．8�
714 ジョーカナチャン 牝5鹿 53 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 460＋ 6 〃 アタマ 6．8�
612 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿56 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498－ 6 54．3� 13．7�
815� ヒロイックアゲン 牝6黒鹿50 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 484± 0 〃 クビ 6．2�
48 ナランフレグ 牡4栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 482－ 8 54．51� 4．5�
816 クールティアラ 牝4鹿 53 菅原 明良川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B480－ 2 54．71 27．8	
24 ラブカンプー 牝5黒鹿51 藤田菜七子増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 B444－ 3 54．8� 50．6

59 トウショウピスト 牡8鹿 54 団野 大成トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 4 54．9	 46．2�
713 カッパツハッチ 牝5鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 488＋ 8 〃 アタマ 6．1
23 ダイシンバルカン 牡8鹿 53 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－10 55．11 230．1�
12 ミキノドラマー 牡7鹿 54 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494－ 4 〃 アタマ 47．1�
36 クラウンルシフェル 牡9栗 49 木幡 初也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B488＋ 2 55．52	 393．0�
611 メイソンジュニア 牡6鹿 54 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B496－ 8 〃 アタマ 55．1�
11 アポロノシンザン 牡8鹿 56 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 484＋ 2 55．71� 107．9�
35 ヒ ザ ク リ ゲ 牝5栗 53 高倉 稜手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 444－ 6 〃 ハナ 152．8�
47 ハングリーベン 牡6鹿 55 原 優介石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B442－ 6 55．91� 198．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，837，600円 複勝： 100，004，900円 枠連： 38，668，300円
馬連： 229，997，900円 馬単： 83，434，300円 ワイド： 128，013，000円
3連複： 361，307，300円 3連単： 438，133，300円 計： 1，462，396，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 220円 � 320円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 530円 �� 830円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 16，080円

票 数

単勝票数 計 828376 的中 � 228671（1番人気）
複勝票数 計1000049 的中 � 235598（1番人気）� 111971（5番人気）� 64246（6番人気）
枠連票数 計 386683 的中 （5－7） 60165（1番人気）
馬連票数 計2299979 的中 �� 147837（4番人気）
馬単票数 計 834343 的中 �� 33476（5番人気）
ワイド票数 計1280130 的中 �� 65024（4番人気）�� 39359（11番人気）�� 25625（15番人気）
3連複票数 計3613073 的中 ��� 64079（14番人気）
3連単票数 計4381333 的中 ��� 19745（56番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―10．3―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．9―32．2―42．8

上り4F42．3－3F32．3
勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡5栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 17戦6勝 賞金 127，229，000円
※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 アルミューテン号・ゲンキチハヤブサ号・フジマサアクトレス号

13072 5月24日 晴 良 （2新潟1） 第6日 第12競走 ��1，200�
ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713 スズカモナミ 牝6鹿 55 川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428－ 21：11．8 13．6�
610 ガ ウ ル 牡5鹿 57 団野 大成吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 504＋12 〃 アタマ 7．1�
59 ホイールバーニング 牡7栗 57 勝浦 正樹市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 538＋101：12．01 24．5�
23 レッドランサー 牡5黒鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B472＋ 6 〃 アタマ 5．9�
712 マイネルバトゥータ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 496－ 41：12．32 72．9�
814 カネコメアサヒ 牡4栗 57 柴山 雄一髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 440－ 2 〃 クビ 15．3	
815 オウケンドーン 牡4鹿 57 丸山 元気福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：12．51� 6．4

47 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55 小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 496＋ 6 〃 アタマ 36．2�
35 � メイショウアワジ 牡6鹿 57 亀田 温心松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 486＋ 61：12．6クビ 23．3�
11 イナズママンボ 牝6鹿 55 岩田 望来小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B482＋ 41：12．7� 3．1
58 ビートマジック 	4黒鹿57 菅原 明良岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 468＋ 41：12．91 19．5�
46 キョウエイオビエド 牡5芦 57 菊沢 一樹田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 484＋ 21：13．0� 119．0�
611 ヒルノデンハーグ 	8栗 57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 488－ 41：13．42
 24．0�
34 � オーロリンチェ 牝5栗 55 荻野 極岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm

& Tenlane Farm 482－ 41：13．93 9．9�
22 サイモンミラベル 牝6栗 55 荻野 琢真澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 480－ 41：14．0クビ 141．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，680，000円 複勝： 67，863，800円 枠連： 23，422，700円
馬連： 112，165，600円 馬単： 43，946，300円 ワイド： 83，889，100円
3連複： 174，833，500円 3連単： 193，980，500円 計： 754，781，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 440円 � 290円 � 500円 枠 連（6－7） 2，360円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，930円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 16，750円 3 連 単 ��� 88，670円

票 数

単勝票数 計 546800 的中 � 31970（6番人気）
複勝票数 計 678638 的中 � 39146（8番人気）� 66784（4番人気）� 33474（9番人気）
枠連票数 計 234227 的中 （6－7） 7670（14番人気）
馬連票数 計1121656 的中 �� 22146（17番人気）
馬単票数 計 439463 的中 �� 3810（33番人気）
ワイド票数 計 838891 的中 �� 16575（13番人気）�� 11073（27番人気）�� 13578（19番人気）
3連複票数 計1748335 的中 ��� 7826（69番人気）
3連単票数 計1939805 的中 ��� 1586（327番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―12．0―12．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．5―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカモナミ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．2．25 阪神1着

2014．5．10生 牝6鹿 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 20戦3勝 賞金 44，693，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ビートマジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メラナイト号
（非抽選馬）18頭 アスターゴールド号・オレノマニラ号・カシノブレンド号・クリスタルアワード号・コンセッションズ号・

サニーストーム号・サンビショップ号・サンマルベスト号・ショウナンガナドル号・シルバーストーン号・
ステラルーチェ号・スマッシングハーツ号・タマモサザンクロス号・トモジャドット号・ナムラヘラクレス号・
プロトイチバンボシ号・ボナヴィーゴ号・マリノエクスプレス号

３レース目



（2新潟1）第6日 5月24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 178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
厩務員出走奨励金

199，130，000円
1，730，000円
21，070，000円
1，540，000円
23，210，000円
70，877，500円
5，693，500円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
400，828，900円
543，497，300円
143，890，700円
784，234，000円
326，785，200円
590，324，300円
1，199，217，000円
1，390，435，500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 5，379，212，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回新潟競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和2年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，035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
厩務員出走奨励金

1，210，430，000円
20，680，000円
119，480，000円
8，960，000円
138，690，000円
426，273，750円
35，138，000円
9，936，000円

勝馬投票券売得金
2，313，649，200円
3，201，601，100円
900，768，700円
4，489，109，200円
1，869，484，500円
3，434，204，300円
7，121，882，300円
7，898，361，200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 31，229，060，500円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回新潟競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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