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13049 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第1競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走9時50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

11 マ ス ラ オ �6栗 60 金子 光希 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 460＋ 43：08．7 11．4�

813� ストレイライトラン 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &
Katie Fitzgerald 504＋143：09．44 14．1�

57 コウユーホクト 牡5鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 510－ 23：09．61� 1．5�

33 ルグランパントル �8鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478± 03：10．34 24．5�

58 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 平沢 健治 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 506＋163：10．72� 9．9�
45 スズカワークシップ 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 482＋ 83：11．23 41．5	
34 モ ン ツ ァ �5黒鹿60 上野 翔吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 528－ 63：11．41 40．3

712 ショウナンタイザン 牡7黒鹿60 森 一馬国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 508－ 23：13．1大差 19．2�
610 アーブルルージュ 牝4鹿 57 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 63：15．2大差 174．1�
814	 ゴールドムーン 牝5鹿 58 小野寺祐太野口富美子氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 454＋143：15．62� 265．6
46 レッドレイル �4黒鹿59 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440± 03：16．34 49．3�
22 	 メイショウナンプウ 牡6青鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 496＋ 2 〃 クビ 25．7�
69 アスカノハヤテ 牡6鹿 60 植野 貴也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 486＋ 63：16．4� 33．3�
711 アーバンキッド �7鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 482－ 6 （競走中止） 8．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，044，500円 複勝： 40，052，500円 枠連： 7，179，400円
馬連： 25，121，900円 馬単： 15，168，500円 ワイド： 23，440，300円
3連複： 46，251，000円 3連単： 57，600，700円 計： 228，858，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 180円 � 250円 � 110円 枠 連（1－8） 4，480円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 140445 的中 � 9847（4番人気）
複勝票数 計 400525 的中 � 23496（2番人気）� 13917（5番人気）� 273754（1番人気）
枠連票数 計 71794 的中 （1－8） 1240（12番人気）
馬連票数 計 251219 的中 �� 3669（16番人気）
馬単票数 計 151685 的中 �� 1046（30番人気）
ワイド票数 計 234403 的中 �� 4971（14番人気）�� 23913（1番人気）�� 13443（4番人気）
3連複票数 計 462510 的中 ��� 17491（5番人気）
3連単票数 計 576007 的中 ��� 1826（68番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 51．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ス ラ オ �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．16 福島12着

2014．5．10生 �6栗 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 障害：4戦1勝 賞金 9，890，000円
〔競走中止〕 アーバンキッド号は，8号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 サイドチェンジ号・ディレットーレ号
（非抽選馬） 2頭 ウインドシャルム号・マイネルエイブ号

13050 5月23日 晴 稍重 （2新潟1） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

611 ワンダーシエンプロ 牝3栗 54
53 ☆岩田 望来山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 434＋ 21：53．7 5．0�

46 シ ェ ー ン 牝3芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 2 〃 クビ 1．9�

712 フォギーデイ 牝3青鹿54 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 462± 01：54．33� 4．2�
58 トクシーズファー 牝3青鹿54 横山 和生 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432－ 6 〃 ハナ 12．5�
59 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋ 21：54．93� 17．5�

23 アイムポッシブル 牝3黒鹿54 吉田 隼人 	サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 446－ 41：55．64 47．6

47 ミルフィリア 牝3鹿 54 高倉 稜 	社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 444± 01：55．7� 34．4�
22 カ リ カ ン テ 牝3青鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B484－ 21：55．91� 17．4�
610 メイショウモクレン 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 438± 01：56．0� 99．8
814 リングアップ 牝3栗 54

52 △菅原 明良梶本 尚嗣氏 稲垣 幸雄 日高 前野牧場 466－ 61：56．42� 82．2�
34 グッドフェイム 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 	社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 458－ 41：57．03� 51．5�
11 グラニュエル 牝3栗 54 西村 太一広尾レース� 加藤 征弘 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470＋ 11：57．64 189．4�
35 プラチナカフェ 牝3黒鹿54 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 470－ 81：57．81� 92．7�
815 ヤマニンスープル 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 394－ 41：57．9� 430．7�
713 ウィンドファクター 牝3鹿 54 杉原 誠人 	社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 418－ 61：59．28 167．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，073，500円 複勝： 29，390，300円 枠連： 6，943，000円
馬連： 34，169，800円 馬単： 17，869，500円 ワイド： 28，576，800円
3連複： 52，258，900円 3連単： 60，690，900円 計： 251，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 220735 的中 � 35078（3番人気）
複勝票数 計 293903 的中 � 50618（3番人気）� 99610（1番人気）� 54492（2番人気）
枠連票数 計 69430 的中 （4－6） 8882（2番人気）
馬連票数 計 341698 的中 �� 49368（2番人気）
馬単票数 計 178695 的中 �� 10162（4番人気）
ワイド票数 計 285768 的中 �� 40759（2番人気）�� 21303（3番人気）�� 45884（1番人気）
3連複票数 計 522589 的中 ��� 84826（1番人気）
3連単票数 計 606909 的中 ��� 11855（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．1―50．5―1：03．3―1：15．9―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーシエンプロ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．1．13 京都6着

2017．4．1生 牝3栗 母 ワンダーストーリリ 母母 ワンダーマドンナ 7戦1勝 賞金 12，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィンドファクター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月23日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ウィンドファクター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23日まで平地競走に出走で

きない。

第１回 新潟競馬 第５日



13051 5月23日 晴 稍重 （2新潟1） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55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

59 ア ル カ ウ ン 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426＋ 21：12．6 4．1�

58 ヴ ェ ー ラ 牡3芦 56 吉田 隼人山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル 504＋ 81：12．91� 2．0�

610 メイショウギンレイ 牡3芦 56
55 ☆岩田 望来松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 420＋ 41：13．11� 37．4�

47 スイスライツ 牡3鹿 56 横山 和生永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 474＋ 4 〃 ハナ 18．4�
23 プリンスオブジオン 牡3青鹿56 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 442＋201：13．31� 85．2�
22 スリーハーバー 牡3栗 56 勝浦 正樹永井商事	 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 494－ 2 〃 クビ 5．8

713 トマティーナ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 434＋ 41：13．72� 43．0�
712 ソルレオーネ 牡3鹿 56 丸田 恭介 	YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 480－10 〃 アタマ 16．2�
11 キモンルビー 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 458＋ 41：13．91� 22．9
34 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 448＋101：14．0� 15．8�

815 カズモンレアーレ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 446－ 21：14．21� 23．8�

611 キタノアティクス 牡3黒鹿56 柴山 雄一北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 490± 01：14．3� 233．5�
46 フレアリボン 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 浦河 山田牧場 444＋ 81：14．83 358．9�

814 スズランブライト 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 浦河 中脇 満 446＋ 21：15．33 482．9�

35 ミラノジェントル 牡3栗 56 柴田 善臣大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 444＋161：16．15 202．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，812，100円 複勝： 37，610，500円 枠連： 8，378，900円
馬連： 36，310，800円 馬単： 19，476，800円 ワイド： 32，636，400円
3連複： 56，762，300円 3連単： 70，382，100円 計： 286，369，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 110円 � 690円 枠 連（5－5） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，290円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 248121 的中 � 47745（2番人気）
複勝票数 計 376105 的中 � 57901（2番人気）� 134924（1番人気）� 7625（10番人気）
枠連票数 計 83789 的中 （5－5） 15480（1番人気）
馬連票数 計 363108 的中 �� 67622（1番人気）
馬単票数 計 194768 的中 �� 14988（3番人気）
ワイド票数 計 326364 的中 �� 55914（1番人気）�� 3059（24番人気）�� 4739（18番人気）
3連複票数 計 567623 的中 ��� 7550（17番人気）
3連単票数 計 703821 的中 ��� 2365（62番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―11．8―12．6―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―35．0―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル カ ウ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．6．8 東京7着

2017．3．31生 牝3栗 母 マイネランデブー 母母 ノーザンドライバー 9戦1勝 賞金 14，350，000円
〔3走成績による出走制限〕 フレアリボン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キャストロペトラ号・レディオタイムズ号
（非抽選馬） 3頭 セキトバ号・マーブルレディー号・メシアン号

13052 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第4競走 ��3，290�障害4歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．4良

11 マイネルアトゥー 牡7青鹿61 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 43：34．5 4．8�

34 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 伴 啓太西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 536＋ 4 〃 アタマ 3．8�
69 マイネルヴァッサー 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 432± 03：35．77 92．2�
712 ファイアプルーフ 牡5黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508－ 4 〃 クビ 23．8�
22 メイショウゴウリキ 牡5黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 482－ 43：35．91� 46．8�
58 クリノサンスーシ 牝7鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 464＋ 83：36．0クビ 21．9	
814 スマートボムシェル 牡8栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 512＋ 83：36．31� 35．4

610 テイエムコンドル 牡9鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 470± 03：36．51� 10．5�
57 ウインスラーヴァ 牡5鹿 60 上野 翔�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 484－ 23：36．81� 20．2�
46 プラチナアッシュ �5黒鹿61 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 480－ 83：38．7大差 2．4
33 ローレルヴィクター 牡6鹿 60 森 一馬 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 476＋ 6 〃 アタマ 32．9�
813 ヒロノタイリク 牡5栗 60 西谷 誠高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 502± 03：41．5大差 22．4�
711 ナリノレーヴドール 牡5鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454－ 63：41．92 153．1�
45 ミュートエアー 牡7黒鹿62 草野 太郎岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 4 （競走中止） 230．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，036，100円 複勝： 20，115，600円 枠連： 6，636，000円
馬連： 27，186，000円 馬単： 13，187，900円 ワイド： 22，156，600円
3連複： 47，455，600円 3連単： 53，780，300円 計： 207，554，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 180円 � 1，270円 枠 連（1－3） 850円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，660円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 21，090円 3 連 単 ��� 62，180円

票 数

単勝票数 計 170361 的中 � 28331（3番人気）
複勝票数 計 201156 的中 � 37906（2番人気）� 32817（3番人気）� 2856（12番人気）
枠連票数 計 66360 的中 （1－3） 6001（3番人気）
馬連票数 計 271860 的中 �� 22868（3番人気）
馬単票数 計 131879 的中 �� 5006（6番人気）
ワイド票数 計 221566 的中 �� 14828（3番人気）�� 1470（39番人気）�� 998（54番人気）
3連複票数 計 474556 的中 ��� 1687（62番人気）
3連単票数 計 537803 的中 ��� 627（189番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアトゥー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．3．10生 牡7青鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 障害：6戦3勝 賞金 46，950，000円
〔騎手変更〕 フォワードカフェ号の騎手石神深一は，第1競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。
〔競走中止〕 ミュートエアー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ホシルミエール号



13053 5月23日 晴 稍重 （2新潟1） 第5日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時15分 （ダート・左）

若手騎手；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

815 キングダムウイナー 牡3鹿 56 川又 賢治ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－101：54．5 14．2�
22 ヴァシリアス 牡3鹿 56 �島 克駿前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 486＋ 61：54．6� 9．0�
712 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 496－ 61：54．81� 3．4�

713 シャーベットフィズ 牡3黒鹿 56
55 ☆岩田 望来橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 464－ 6 〃 クビ 2．7�

35 ドノスティア 牡3黒鹿 56
55 ☆団野 大成村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 542＋10 〃 アタマ 10．6�

58 オ ッ ト 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 400－ 21：55．01� 55．3	

34 ミストラルウインド 牡3青鹿56 荻野 極島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468＋ 41：55．1クビ 29．9�

59 ズ ー ル ー 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 21：55．2� 9．1�

23 ペイシャオータム 牡3栗 56
53 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 450± 01：57．0大差 413．3

46 ラインプレジャー 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 462－ 81：57．1� 115．8�

611 ワールドウィスラー 牡3鹿 56 井上 敏樹田頭 勇貴氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 434－ 21：57．41� 228．8�
610 オウケンアマゾネス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 424－ 61：58．35 86．5�
11 シゲルカロン 牡3鹿 56 木幡 初也森中 蕃氏 武藤 善則 日高 スウィング

フィールド牧場 526－ 61：59．910 277．3�
814 ドナラフィナート 牝3鹿 54

51 ▲原 優介山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 418－ 22：01．28 256．9�
47 ベルダーイメル 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 452－ 82：02．68 8．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，660，200円 複勝： 41，525，800円 枠連： 9，309，000円
馬連： 40，444，300円 馬単： 19，672，000円 ワイド： 37，434，700円
3連複： 65，660，300円 3連単： 68，787，200円 計： 309，493，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 390円 � 240円 � 140円 枠 連（2－8） 6，060円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 940円 �� 610円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 71，440円

票 数

単勝票数 計 266602 的中 � 14929（7番人気）
複勝票数 計 415258 的中 � 21617（7番人気）� 41118（3番人気）� 99625（2番人気）
枠連票数 計 93090 的中 （2－8） 1190（16番人気）
馬連票数 計 404443 的中 �� 4572（21番人気）
馬単票数 計 196720 的中 �� 1121（43番人気）
ワイド票数 計 374347 的中 �� 5308（21番人気）�� 10250（11番人気）�� 16563（6番人気）
3連複票数 計 656603 的中 ��� 7972（25番人気）
3連単票数 計 687872 的中 ��� 698（224番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―13．1―12．7―13．0―13．4―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．4―49．5―1：02．2―1：15．2―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングダムウイナー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mutakddim デビュー 2019．10．26 東京16着

2017．1．29生 牡3鹿 母 ウォッチハー 母母 Wally 10戦1勝 賞金 9，130，000円
〔その他〕 ベルダーイメル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドナラフィナート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月23日まで平地競

走に出走できない。
シゲルカロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月23日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ペイシャオータム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23日まで平地競走に出走で
きない。

13054 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第6競走 1，600�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．3

良
良

35 プティシュシュ 牝3青鹿 54
53 ☆団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 B440± 01：35．6 2．2�

815 フォワードアゲン �3黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 418＋ 21：35．7� 7．2�
47 スーパーフライヤー 牡3青鹿56 吉田 隼人三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 496＋ 2 〃 アタマ 3．7�
510 ハワーマハル 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454＋ 21：35．8� 86．3�
24 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 500± 01：35．9� 6．6	
36 ショウナンワンガン 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470± 01：36．11� 79．2

612 サフランハーモニー 牝3鹿 54 秋山真一郎海原 聖一氏 田中 博康 浦河 林農場 452± 01：36．42 15．4�
59 フ ラ テ ナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �京都ホースレーシング 奥村 武 浦河 �川 啓一 466－ 61：36．5� 17．3�

611 ララロトリー �3黒鹿56 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 484－161：36．6� 249．9
（法942）

713 サンライズスマイル 牡3栗 56 蛯名 正義松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 482－ 21：36．7クビ 129．8�
714 ワークアウト 牝3黒鹿54 横山 和生安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 470－ 81：36．8� 25．7�
816 シンゼンビクトリー 牡3黒鹿56 中井 裕二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 栄進牧場 464－ 61：37．01� 361．8�
23 ビップシンドウ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 前川 勝春 448 ― 〃 ハナ 36．2�
12 メイショウコホク 牡3鹿 56 中谷 雄太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 510－ 61：37．1クビ 55．5�
48 トリッキーカフェ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 440－121：37．2� 305．8�
11 ユイノリオン 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 21：37．62� 211．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，404，900円 複勝： 38，487，600円 枠連： 5，610，400円
馬連： 33，474，000円 馬単： 17，352，100円 ワイド： 31，605，200円
3連複： 48，812，600円 3連単： 56，828，100円 計： 260，574，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（3－8） 890円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 220円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 284049 的中 � 100597（1番人気）
複勝票数 計 384876 的中 � 98279（1番人気）� 51162（3番人気）� 66538（2番人気）
枠連票数 計 56104 的中 （3－8） 4861（4番人気）
馬連票数 計 334740 的中 �� 33494（3番人気）
馬単票数 計 173521 的中 �� 9482（4番人気）
ワイド票数 計 316052 的中 �� 27284（2番人気）�� 40038（1番人気）�� 17951（4番人気）
3連複票数 計 488126 的中 ��� 32476（2番人気）
3連単票数 計 568281 的中 ��� 7965（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．4―12．1―11．3―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―48．9―1：01．0―1：12．3―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プティシュシュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．12．8 阪神4着

2017．4．11生 牝3青鹿 母 ラ ブ フ ー ル 母母 サブリナシューズ 6戦1勝 賞金 12，200，000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 アイルショウユー号・ヴェニュセマース号・サフランハピネス号



13055 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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

35 ハナブショウ 牝4鹿 55
54 ☆岩田 望来河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 452± 01：11．8 2．7�

47 ノーブルプルート 牝6鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 482－ 21：12．11� 41．2�
712 ミキノモンテカルロ 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 464＋12 〃 クビ 6．1�
610 タッチアコード 牝5芦 55 荻野 琢真 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 41：12．31 20．4�
46 キクノロージズ 牝5芦 55 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 494＋ 61：12．51� 5．6�
23 � スターアイランド 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 418－ 21：12．6� 103．2	
814 シ ー ク エ ル 牝5芦 55

54 ☆菊沢 一樹 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 550＋101：12．7� 5．1�

713 メイショウゼッケイ 牝4栗 55 �島 克駿松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 424＋ 4 〃 アタマ 11．9�
34 � ワンモアバイト 牝5鹿 55

52 ▲原 優介�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 448＋ 61：12．91� 80．1
59 プリヴェット 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 490＋ 41：13．21� 26．9�
58 � マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 460＋ 2 〃 クビ 24．8�
22 レディグレイ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：13．41� 14．8�
611� クリノマンジェリカ 牝4青鹿 55

53 △菅原 明良栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 460－ 21：13．5� 55．7�
11 � スターライトキス 牝5栗 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 6 〃 アタマ 253．3�
815 リトルエイト 牝4鹿 55 柴山 雄一中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 61：14．98 104．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，340，500円 複勝： 38，079，800円 枠連： 7，177，100円
馬連： 38，961，900円 馬単： 17，500，700円 ワイド： 34，720，400円
3連複： 58，414，300円 3連単： 60，507，300円 計： 278，702，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 740円 � 230円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 430円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 61，010円

票 数

単勝票数 計 233405 的中 � 67416（1番人気）
複勝票数 計 380798 的中 � 85901（1番人気）� 9821（10番人気）� 41323（4番人気）
枠連票数 計 71771 的中 （3－4） 7233（3番人気）
馬連票数 計 389619 的中 �� 5507（17番人気）
馬単票数 計 175007 的中 �� 1605（29番人気）
ワイド票数 計 347204 的中 �� 5655（16番人気）�� 22911（3番人気）�� 2405（37番人気）
3連複票数 計 584143 的中 ��� 4131（34番人気）
3連単票数 計 605073 的中 ��� 719（182番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．6―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．2―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナブショウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2018．6．30 福島1着

2016．3．26生 牝4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 11戦2勝 賞金 26，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジーガーローレンス号・メイショウフクイク号

13056 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第8競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・直線）（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
53．7
53．7

良
良

815 トーホウレジーナ 牝6栗 55
53 ◇藤田菜七子東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 492－ 4 54．6 5．5�
47 バカラクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 480＋ 4 55．23� 5．6�
713 エ ヴ ァ イ エ 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 472＋ 2 〃 ハナ 3．8�
11 クルークヴァール 牡5鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 ハナ 22．6�
714� ミニオンペール 牝4鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 456＋20 55．41� 43．9	
816 マ ッ タ ナ シ �6栗 57

54 ▲小林 凌大芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 486＋16 〃 アタマ 12．5

48 グラウシュトラール 牡4芦 57 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 474－ 2 55．61� 29．8�
612 リーゼントアイリス 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 438－ 4 55．92 13．8�
510 プ ラ イ ム �4鹿 57

55 △菅原 明良 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 浦河 酒井牧場 484± 0 56．32� 25．7

35 ナタラディーヴァ 牝4黒鹿55 西田雄一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 438－ 4 56．4クビ 16．5�
611 グラスレガシー 牝5黒鹿55 中井 裕二半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B500－ 6 56．72 8．0�
59 � セルリアンユウガ 牡5鹿 57 西村 太一�イクタ 天間 昭一 新冠 ムラカミファーム 466＋ 2 56．8� 134．2�
36 � パーフェクトウェイ 牡5鹿 57 杉原 誠人堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 506－ 2 56．9	 163．4�
12 デルマオフクロサン 牝6黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 460＋ 4 58．07 217．9�
23 � グランミューク 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 490＋ 6 58．1クビ 125．7�
24 ト ラ ン プ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 444－ 2 58．52� 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，190，400円 複勝： 49，535，600円 枠連： 11，933，900円
馬連： 61，739，900円 馬単： 24，776，300円 ワイド： 46，877，000円
3連複： 101，751，300円 3連単： 101，557，200円 計： 432，361，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 180円 � 160円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 710円 �� 380円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 341904 的中 � 49165（2番人気）
複勝票数 計 495356 的中 � 74895（2番人気）� 67475（3番人気）� 84082（1番人気）
枠連票数 計 119339 的中 （4－8） 9060（4番人気）
馬連票数 計 617399 的中 �� 25916（6番人気）
馬単票数 計 247763 的中 �� 5887（7番人気）
ワイド票数 計 468770 的中 �� 15997（7番人気）�� 33041（1番人気）�� 24117（2番人気）
3連複票数 計1017513 的中 ��� 36577（2番人気）
3連単票数 計1015572 的中 ��� 5630（13番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．4―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．5―43．2

上り4F42．7－3F32．5
勝馬の
紹 介

トーホウレジーナ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．19生 牝6栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 24戦3勝 賞金 42，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオフクロサン号・グランミューク号・トランプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和2年6月23日まで平地競走に出走できない。
※パーフェクトウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13057 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第9競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時15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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

11 � タ ピ ゾ ー 牡6芦 57
56 ☆岩田 望来大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B492－ 41：53．3 6．7�
33 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57 柴田 善臣井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 498± 01：53．62 7．9�
22 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 526＋ 21：53．92 16．6�
57 テンペスタージ 牡4鹿 57

55 △菅原 明良�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 460＋ 41：54．0クビ 6．2�
58 ネオファルコン 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 458－ 41：54．1� 12．9	
46 ゴールドパッション 牡5栗 57

56 ☆菊沢 一樹居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 530＋ 81：54．2� 75．2

813	 ヒロノワカムシャ �6黒鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 480± 01：54．41 45．6�
34 トラストシンゲン 牡4栗 57 川又 賢治菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 498－ 61：54．82
 161．1�
69 	 エンパイアカラー �6黒鹿57 横山 和生吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 506＋ 41：55．22
 39．4
814 ダノングリスター 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 510＋101：55．3クビ 5．6�
610 ハギノアグレッシブ �5栗 57 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 470－ 2 〃 クビ 20．2�
45 タイセイシャトル �4栗 57 荻野 極田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478＋141：55．51
 85．3�
711 スティングレイ 牡4鹿 57 吉田 隼人安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B516－ 61：55．6クビ 2．6�
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712 カウンターエア 牡4鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 560＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，039，000円 複勝： 35，333，300円 枠連： 8，690，300円
馬連： 37，440，100円 馬単： 17，106，000円 ワイド： 30，593，000円
3連複： 48，264，600円 3連単： 54，337，800円 計： 257，804，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 250円 � 410円 枠 連（1－3） 3，380円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，100円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 39，080円

票 数

単勝票数 差引計 260390（返還計 11260） 的中 � 31059（4番人気）
複勝票数 差引計 353333（返還計 17148） 的中 � 47206（3番人気）� 38306（5番人気）� 19731（7番人気）
枠連票数 差引計 86903（返還計 3211） 的中 （1－3） 1990（14番人気）
馬連票数 差引計 374401（返還計 55177） 的中 �� 9599（12番人気）
馬単票数 差引計 171060（返還計 24755） 的中 �� 2329（22番人気）
ワイド票数 差引計 305930（返還計 42947） 的中 �� 8842（11番人気）�� 7176（13番人気）�� 5065（19番人気）
3連複票数 差引計 482646（返還計132972） 的中 ��� 5041（23番人気）
3連単票数 差引計 543378（返還計149722） 的中 ��� 1008（128番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―13．6―13．2―12．6―13．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．7―49．3―1：02．5―1：15．1―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タ ピ ゾ ー �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．9．17 阪神4着

2014．3．27生 牡6芦 母 Refugio 母母 Storm Minstrel 23戦3勝 賞金 39，002，000円
〔競走除外〕 カウンターエア号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

13058 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第10競走 ��1，800�
さ な え

早 苗 賞
発走14時50分 （芝・左・外）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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

34 バ ビ ッ ト 牡3栗 56 団野 大成宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 454＋ 21：47．8 16．8�
57 � ロータスランド 牝3鹿 54 藤田菜七子合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 466＋10 〃 クビ 6．9�

11 エンデュミオン 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 448＋181：47．9� 51．1�
33 レザネフォール 牡3黒鹿56 �島 克駿前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 41：48．11� 4．2�
45 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 416± 01：48．2� 124．0	
711 ドナキアーロ 牝3鹿 54 蛯名 正義山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．3� 33．5

69 シングンバズーカ 牡3黒鹿56 柴田 善臣伊坂 重憲氏 大江原 哲 日高 広富牧場 472＋ 61：48．4� 5．2�
813 ヒルノエドワード 牡3黒鹿56 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 472－ 2 〃 クビ 28．9
58 フェアリーグルーヴ 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 438－ 21：48．61 39．7�
712 フィニステール 牡3黒鹿56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 466－ 2 〃 ハナ 2．5�
46 ピュアカラー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 426－ 21：48．7	 46．4�
610 ウインアステロイド 牡3青鹿56 柴山 雄一�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 446－ 21：48．91� 73．9�
814 ロードベイリーフ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 482－ 21：49．0� 38．0�
22 ザ イ ラ 牝3鹿 54 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484－ 41：49．31	 18．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，413，500円 複勝： 70，196，900円 枠連： 13，086，700円
馬連： 79，315，500円 馬単： 34，718，200円 ワイド： 60，346，900円
3連複： 113，712，400円 3連単： 132，524，700円 計： 557，314，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 410円 � 320円 � 1，120円 枠 連（3－5） 1，140円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 15，370円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 7，080円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 82，240円 3 連 単 ��� 446，880円

票 数

単勝票数 計 534135 的中 � 25346（5番人気）
複勝票数 計 701969 的中 � 46403（5番人気）� 63196（4番人気）� 14730（12番人気）
枠連票数 計 130867 的中 （3－5） 8856（5番人気）
馬連票数 計 793155 的中 �� 8879（24番人気）
馬単票数 計 347182 的中 �� 1694（48番人気）
ワイド票数 計 603469 的中 �� 7602（21番人気）�� 2178（56番人気）�� 2646（49番人気）
3連複票数 計1137124 的中 ��� 1037（179番人気）
3連単票数 計1325247 的中 ��� 215（900番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．3―49．7―1：02．1―1：14．0―1：24．9―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ビ ッ ト �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．24 京都2着

2017．5．1生 牡3栗 母 アートリョウコ 母母 グランスオークス 4戦2勝 賞金 20，350，000円



13059 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第11競走 ��1，200�
だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走15時25分 （芝・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714� フォッサマグナ 牡4黒鹿57 杉原 誠人吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall
Stud 486＋101：08．9 3．6�

510 ファンタジステラ 牡6鹿 57 中谷 雄太 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 20．4�
59 レジーナファースト 牝5鹿 55 勝浦 正樹ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 466－ 21：09．11� 9．0�
612� ズ ア ー 牡6鹿 57 岩田 望来吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 520＋ 61：09．31� 3．8�
713 マッスルマサムネ 	5鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 488＋ 2 〃 ハナ 45．8�
24 キャスパリーグ 牝6鹿 55 丸山 元気杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454± 01：09．4� 6．5	
23 イルヴェントデーア 牝4鹿 55 柴山 雄一 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 438＋ 2 〃 ハナ 11．2


815� ルールダーマ 牡5栗 57 亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 488＋ 81：09．5� 48．1�
611 ド ウ デ ィ 牡6鹿 57 横山 和生 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 478－ 41：09．6クビ 71．7�
35 カステヘルミ 牝4黒鹿55 荻野 極田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 432－ 21：09．92 21．4
11 ファストアズエバー 牝4芦 55 西田雄一郎 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470＋ 21：10．11� 63．0�
12 グ ラ ナ タ ス 牡4鹿 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468－ 6 〃 ハナ 32．1�
816 ス ピ ア ー ノ 牝5黒鹿55 黛 弘人清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 462＋101：10．41� 125．7�
36 ブラックダンサー 牝4黒鹿55 島 克駿前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋101：10．6� 24．9�
48 ガーシュウィン 牡6鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋161：11．23� 122．2�
47 ベ ル ス ー ル 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 460＋ 21：12．37 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，144，500円 複勝： 72，588，700円 枠連： 27，420，100円
馬連： 143，048，400円 馬単： 53，022，300円 ワイド： 93，306，800円
3連複： 221，152，700円 3連単： 222，026，700円 計： 887，710，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 530円 � 270円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 670円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 31，950円

票 数

単勝票数 計 551445 的中 � 120395（1番人気）
複勝票数 計 725887 的中 � 142562（2番人気）� 28860（8番人気）� 66891（4番人気）
枠連票数 計 274201 的中 （5－7） 21304（3番人気）
馬連票数 計1430484 的中 �� 34421（10番人気）
馬単票数 計 530223 的中 �� 7643（17番人気）
ワイド票数 計 933068 的中 �� 17253（12番人気）�� 37281（5番人気）�� 11961（22番人気）
3連複票数 計2211527 的中 ��� 23488（17番人気）
3連単票数 計2220267 的中 ��� 5037（70番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォッサマグナ �
�
父 War Front �

�
母父 Lahib デビュー 2018．12．2 中京1着

2016．4．3生 牡4黒鹿 母 River Belle 母母 Dixie Favor 9戦3勝 賞金 50，790，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月23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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケワロス号・ザベストエバー号・ハーフバック号
（非抽選馬） 8頭 カーサデルシエロ号・グランドピルエット号・セイウンリリシイ号・ピースマインド号・ファイブフォース号・

ペイシャドリーム号・ホッコーシェルビー号・レッドルチア号

13060 5月23日 晴 良 （2新潟1） 第5日 第12競走 ��2，400�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走16時00分 （芝・左）

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

78 ロゼフェニックス 牡5黒鹿57 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 430－ 42：28．0 16．3�
33 クリノオウジャ 牡4鹿 57 荻野 極栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B440＋ 4 〃 アタマ 3．0�
22 カイザースクルーン �4芦 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 4 〃 ハナ 7．0�
79 � ウインリベルタ 牡4栗 57 宮崎 北斗�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 474± 02：28．31� 90．6�
11 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 57 蛯名 正義木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 488＋ 82：28．4� 34．8	
55 サンライズアキレス 牡4芦 57 	島 克駿松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 42：28．5
 8．8

67 スカーフェイス 牡4鹿 57 菱田 裕二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 436－ 22：28．6
 7．0�
810 ディオーネプリンス 牡4鹿 57 亀田 温心齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 462－ 4 〃 アタマ 15．7�
811 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：28．81 3．3
66 ビギングローリー 牡4芦 57 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B472－ 62：28．9� 32．7�
44 ファントムグレイ 牡7芦 57 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B444＋ 22：29．21� 27．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，597，300円 複勝： 53，368，400円 枠連： 11，520，300円
馬連： 75，338，200円 馬単： 31，959，100円 ワイド： 53，728，800円
3連複： 103，525，800円 3連単： 142，198，800円 計： 512，236，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 350円 � 140円 � 210円 枠 連（3－7） 2，380円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，590円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 44，150円

票 数

単勝票数 計 405973 的中 � 19871（7番人気）
複勝票数 計 533684 的中 � 29692（6番人気）� 134533（1番人気）� 59850（5番人気）
枠連票数 計 115203 的中 （3－7） 3741（11番人気）
馬連票数 計 753382 的中 �� 20009（12番人気）
馬単票数 計 319591 的中 �� 3260（30番人気）
ワイド票数 計 537288 的中 �� 14838（12番人気）�� 8240（19番人気）�� 30713（5番人気）
3連複票数 計1035258 的中 ��� 15034（16番人気）
3連単票数 計1421988 的中 ��� 2335（154番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―11．8―12．1―13．2―13．3―13．0―12．4―12．2―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．3―36．1―48．2―1：01．4―1：14．7―1：27．7―1：40．1―1：52．3―2：04．2―2：16．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロゼフェニックス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．6．25 東京9着

2015．5．8生 牡5黒鹿 母 ロ ゼ ッ タ 母母 フェアウイナー 22戦2勝 賞金 25，816，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2新潟1）第5日 5月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 174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

190，410，000円
4，320，000円
15，740，000円
1，410，000円
21，120，000円
70，764，500円
6，437，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
365，756，500円
526，285，000円
123，885，100円
632，550，800円
281，809，400円
495，422，900円
964，021，800円
1，081，221，800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 4，470，953，300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5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。
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