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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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10061 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50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
1：49．2
1：47．6

不良
重

33 テーオーシリウス 牡3黒鹿 56
54 △泉谷 楓真小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 486＋101：54．6 4．1�

58 ワイドモーゼ 牡3青鹿 56
53 ▲秋山 稔樹幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 480＋ 61：55．02� 7．0�

69 ファンタジーライツ �3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース四位 洋文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510± 01：55．11 2．9�

34 オーケーナイト 牡3栗 56 丹内 祐次小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B528－ 21：55．41� 21．8�
11 キ ュ ン 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 454－ 21：55．6� 5．3	
57 ゴースフロイデ 牡3芦 56 藤井勘一郎林 正道氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 512－ 81：56．13 10．7

22 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 488－121：56．63 31．2�
712 マ ミ リ ア ス 牡3青鹿 56

54 ◇藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 464－ 41：56．7� 18．5�
610 ラストストーリー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 412－ 21：57．23 21．7
814 プレイイットラウド 牡3栃栗 56

52 ★古川 奈穂ライオンレースホース� 田中 克典 浦河 田中スタッド 458＋ 61：57．3� 115．0�
45 ピエナゴールド 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 476－ 41：57．94 164．0�
711 テイエムジャスタ 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 天羽牧場 B544＋101：58．0� 91．0�
46 プ レ ナ イ ト 牝3鹿 54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 482＋ 21：59．06 129．6�
813 プリンスゼンナン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和窪田 康志氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 482＋101：59．32 29．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，713，000円 複勝： 47，856，300円 枠連： 9，087，500円
馬連： 48，090，100円 馬単： 21，015，400円 ワイド： 49，403，300円
3連複： 77，224，500円 3連単： 79，380，400円 計： 356，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 390円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 247130 的中 � 47977（2番人気）
複勝票数 計 478563 的中 � 80251（2番人気）� 79883（4番人気）� 105388（1番人気）
枠連票数 計 90875 的中 （3－5） 9033（4番人気）
馬連票数 計 480901 的中 �� 28788（6番人気）
馬単票数 計 210154 的中 �� 6567（10番人気）
ワイド票数 計 494033 的中 �� 31313（4番人気）�� 42218（1番人気）�� 38547（2番人気）
3連複票数 計 772245 的中 ��� 42872（2番人気）
3連単票数 計 793804 的中 ��� 6716（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．9―49．4―1：02．4―1：14．7―1：27．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーシリウス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．20 中京3着

2018．4．3生 牡3黒鹿 母 ハロースカーレット 母母 ハローサンライズ 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 テーオーシリウス号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金50，000円。（被害馬：9番・8番）
テーオーシリウス号の騎手泉谷楓真は，負担重量について注意義務を怠り過怠金50，000円。

10062 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：09．1
1：08．5

重
重

712 パロットビーク 牝3黒鹿 54
51 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：12．7 4．7�
47 カイマナリノ 牝3栗 54 吉田 隼人松岡 雅昭氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 484＋ 41：12．9� 3．6�
22 マイブリュージュ 牝3鹿 54 菱田 裕二小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 480＋12 〃 � 7．2�
611 イマジンヨウコ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B458＋ 41：13．0� 33．3�
713 ペイシャケイティー 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 444－ 61：13．21� 2．4�
34 ア イ コ ト バ 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 41：13．52 40．0	
23 イニシュモア 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：13．6� 30．4

58 ア デ ウ ス 牝3鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 446＋ 21：13．91� 27．2�
814 ミスズフィーリング 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良永井 啓弍氏 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 452 ―1：14．22 27．3�
610 スターリーソング 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂広尾レース 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 426＋ 41：14．41� 42．5�
35 ネロメルレット 牝3青 54

52 △泉谷 楓真髙樽さゆり氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト
クラブ 422± 01：14．71� 147．8�

815 メイショウホガラカ 牝3黒鹿54 田中 健松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 422－ 41：15．02 161．9�
11 フェスティヴポン 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村上 進治 406－ 21：15．1� 261．2�
59 スイートカルデア 牝3鹿 54 丹内 祐次�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 458 ―1：15．63 59．0�
46 モーントシャイン 牝3黒鹿54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 松本牧場 446－ 61：16．23� 520．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，680，400円 複勝： 49，143，400円 枠連： 8，196，400円
馬連： 44，810，800円 馬単： 21，998，800円 ワイド： 46，430，600円
3連複： 72，644，700円 3連単： 79，640，600円 計： 354，545，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 590円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 10，860円

票 数

単勝票数 計 316804 的中 � 53916（3番人気）
複勝票数 計 491434 的中 � 83880（3番人気）� 94695（2番人気）� 56727（4番人気）
枠連票数 計 81964 的中 （4－7） 18099（1番人気）
馬連票数 計 448108 的中 �� 37429（4番人気）
馬単票数 計 219988 的中 �� 7875（8番人気）
ワイド票数 計 464306 的中 �� 34879（4番人気）�� 19464（6番人気）�� 20872（5番人気）
3連複票数 計 726447 的中 ��� 28657（4番人気）
3連単票数 計 796406 的中 ��� 5316（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．4―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パロットビーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2021．1．10 中京7着

2018．1．10生 牝3黒鹿 母 クリアンサス 母母 フラワーパーク 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 イニシュモア号の騎手西谷凜は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウホガラカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スイートナイト号
（非抽選馬） 2頭 タイセイラグーン号・ヘーベー号

第１回 新潟競馬 第６日



10063 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50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
1：49．2
1：47．6

不良
重

59 シュルードアイズ 牡3栗 56 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 502＋ 21：54．0 1．5�
35 メイショウソウゴン 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 470－ 21：54．64 44．1�
712 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 512± 01：55．55 44．7�
34 スズカヒカリ 牡3栗 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 432－ 21：55．81� 9．3�
22 アレデラヴァン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 510－ 81：55．9クビ 89．7�
46 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450－ 21：56．11� 5．0�
611 ワキノフラッシュ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和脇山 良之氏 飯田 祐史 新ひだか 広田牧場 458－241：56．73� 14．6	
814 ミキノカラクリバコ 牡3鹿 56 武士沢友治谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 534＋ 81：57．23� 173．3

23 ケイツーフォリント 牡3黒鹿56 丹内 祐次楠本 勝美氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 512 ―1：57．51� 173．2�
58 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 474＋ 41：58．03 7．2
610 サンライズアベリア 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真松岡 隆雄氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：58．42� 61．5�
815 ウインクラリティ 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子�ウイン 宗像 義忠 登別 登別上水牧場 428－22 〃 アタマ 96．7�
11 イッツライフ 牝3鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 442－ 61：58．71� 246．1�
713 クリノインスパイア 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 504－ 2 〃 ハナ 192．4�
47 モズサミット 牡3黒鹿56 川又 賢治 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 504＋102：00．8大差 133．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，751，800円 複勝： 64，220，500円 枠連： 8，367，100円
馬連： 37，194，000円 馬単： 22，870，900円 ワイド： 38，104，000円
3連複： 59，518，100円 3連単： 87，665，600円 計： 347，692，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 620円 � 510円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 990円 �� 8，510円

3 連 複 ��� 16，360円 3 連 単 ��� 45，260円

票 数

単勝票数 計 297518 的中 � 149869（1番人気）
複勝票数 計 642205 的中 � 408826（1番人気）� 10229（7番人気）� 13017（6番人気）
枠連票数 計 83671 的中 （3－5） 14932（3番人気）
馬連票数 計 371940 的中 �� 11408（7番人気）
馬単票数 計 228709 的中 �� 5669（8番人気）
ワイド票数 計 381040 的中 �� 9866（9番人気）�� 10094（8番人気）�� 1102（45番人気）
3連複票数 計 595181 的中 ��� 2727（39番人気）
3連単票数 計 876656 的中 ��� 1404（111番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．1―13．2―12．4―12．1―12．7―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．3―50．5―1：02．9―1：15．0―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
6，5（4，2，7）11（8，12，13）（1，9，15）3（14，10）・（6，5，9）－（4，11）－12（7，2）8（3，13）（1，10）14－15

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

勝馬の
紹 介

シュルードアイズ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．11．7 東京5着

2018．5．8生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 6戦1勝 賞金 9，610，000円
〔制裁〕 メイショウコトダマ号の騎手城戸義政は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番・13番・15番）
〔その他〕 モズサミット号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 イチゴミルク号

10064 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・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
1：59．7
1：56．1

良
良

612 サンタグラシア 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410－ 22：02．8 7．0�
11 ノアスマッシュ 牝3鹿 54 武士沢友治佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 424＋ 82：03．01� 24．3�
12 シャインユニバンス 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 418＋16 〃 クビ 9．8�
24 ヘッズオアテールズ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋122：03．1� 5．5�

47 バ ル レ ッ タ 牝3黒鹿 54
53 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432± 02：03．52� 3．7�

714 メイプルリズム 牝3鹿 54 吉田 隼人飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B426± 02：03．82 3．1	
815 キトゥンズマーチ 牝3鹿 54 津村 明秀 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 456＋ 4 〃 アタマ 12．3�
611 アランチャロッサ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480－14 〃 ハナ 118．4�
23 キ ク ノ リ ノ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 458＋ 4 〃 ハナ 80．7
48 バジェナート 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 402± 02：03．9クビ 136．0�
510 サクラテーベ 牝3鹿 54 菊沢 一樹
さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 62：04．11 221．7�
36 コアレスロング 牝3黒鹿54 横山 和生小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 476＋ 82：04．41� 24．9�
816 メイショウエバー 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 412－ 62：04．5� 160．4�
713 グランボルドー 牝3鹿 54 菱田 裕二間宮 秀直氏 新谷 功一 浦河 村下農場 440－ 62：05．24 30．1�
35 ヤマニンアマルタス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 422＋ 42：05．62� 133．6�
59 ウインバシリス 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和
ウイン 加用 正 浦河 日の出牧場 446－242：07．210 360．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，909，900円 複勝： 50，213，700円 枠連： 8，440，200円
馬連： 46，234，000円 馬単： 21，034，300円 ワイド： 47，193，500円
3連複： 74，337，500円 3連単： 80，909，000円 計： 360，272，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 710円 � 260円 枠 連（1－6） 2，450円

馬 連 �� 7，210円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 870円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 19，770円 3 連 単 ��� 94，760円

票 数

単勝票数 計 319099 的中 � 36092（4番人気）
複勝票数 計 502137 的中 � 65963（3番人気）� 15369（8番人気）� 52359（5番人気）
枠連票数 計 84402 的中 （1－6） 2668（11番人気）
馬連票数 計 462340 的中 �� 4967（24番人気）
馬単票数 計 210343 的中 �� 1578（35番人気）
ワイド票数 計 471935 的中 �� 5588（24番人気）�� 14452（10番人気）�� 4195（28番人気）
3連複票数 計 743375 的中 ��� 2819（57番人気）
3連単票数 計 809090 的中 ��� 619（287番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―36．0―49．0―1：01．6―1：13．9―1：26．6―1：39．1―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンタグラシア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．1．16 中京3着

2018．3．8生 牝3栗 母 サンタエヴィータ 母母 エヴィータアルゼンティーナ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 チュウワエンジェル号・テイケイラウレア号・フレンドリーエース号



10065 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時10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
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 ハイラブハンター 牡3鹿 56
53 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 484－ 61：54．2 6．0�

57 ナンヨーヴィヨレ 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 450－ 21：54．3クビ 3．3�

812 クリスタルローレル 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 500＋ 41：55．89 18．1�

711 シゲルブイン 牡3鹿 56
55 ☆菅原 明良森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 450－ 21：55．9� 12．5�

710 スナークタイカン 牡3鹿 56 森 裕太朗杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474± 01：56．0クビ 50．7�
68 ゼンノナイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 510± 01：56．42� 2．5�
33 イーサンタイガー �3鹿 56

55 ☆富田 暁国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 494＋ 41：57．46 6．4	
45 デルマゾウチョウ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 434± 01：57．61� 226．2

69 グランポートリネス 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 496－101：57．7クビ 143．4�
56 ビーチリゾート 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 456＋ 41：58．55 178．6
11 ボ ラ ヘ 牝3芦 54

50 ★永島まなみ�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 424＋ 4 〃 クビ 23．4�
813 ファシリティズ 牝3栗 54 川又 賢治中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 476± 01：59．24 192．5�
44 ミチノシチリア 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂鈴木 道雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 468－ 82：04．6大差 74．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，643，300円 複勝： 36，047，700円 枠連： 6，363，000円
馬連： 40，965，900円 馬単： 23，456，000円 ワイド： 45，039，800円
3連複： 69，895，000円 3連単： 106，895，800円 計： 355，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 150円 � 330円 枠 連（2－5） 1，090円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，190円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 24，170円

票 数

単勝票数 計 266433 的中 � 35047（3番人気）
複勝票数 計 360477 的中 � 42262（4番人気）� 75697（2番人気）� 23064（6番人気）
枠連票数 計 63630 的中 （2－5） 4508（4番人気）
馬連票数 計 409659 的中 �� 35945（3番人気）
馬単票数 計 234560 的中 �� 7056（10番人気）
ワイド票数 計 450398 的中 �� 34812（3番人気）�� 9047（15番人気）�� 14743（10番人気）
3連複票数 計 698950 的中 ��� 12096（14番人気）
3連単票数 計1068958 的中 ��� 3206（85番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―13．1―13．3―13．0―12．9―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．8―48．9―1：02．2―1：15．2―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
・（3，8）－（2，12）－（1，13）（6，11）（5，10）（7，9）＝4・（8，2，7）3（11，12）－13，10（1，9）（6，5）＝4

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

勝馬の
紹 介

ハイラブハンター �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2020．12．6 阪神9着

2018．5．12生 牡3鹿 母 エスケイミネルバ 母母 メイショウシスタス 7戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミチノシチリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月25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〕 グランポートリネス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月25日まで平地競走に出走で

きない。

10066 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12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
1：09．1
1：08．5

重
重

22 スターオブスパーダ 牡3芦 56 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 428＋ 81：13．1 2．1�
814 カスターニョ 牡3栗 56

54 △泉谷 楓真 �京都ホースレーシング 佐々木晶三 浦河 川越ファーム 464－14 〃 クビ 3．7�
23 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 436± 01：13．84 49．8�
58 エコロブラスト 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹原村 正紀氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ
ファーム B502＋ 21：14．01 64．7�

47 ヴィットリオーザ 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 478－ 81：14．1� 54．7	
46 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 �島 良太中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 468－141：14．2クビ 15．4

611 リリーホワイト 牝3栗 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 浦河 杵臼牧場 452＋10 〃 クビ 27．8�
713 ベストオブラック 牡3鹿 56 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 484－ 61：14．3クビ 21．0�
11 ブリエヴェール 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462± 01：14．51 7．3
610 メ イ ム 牝3鹿 54

52 △山田 敬士宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 406＋ 4 〃 � 208．1�
35 イデアエスクロー 牡3鹿 56 丹内 祐次益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 474＋ 81：14．71� 57．9�
712 タイセイアンシェル 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 420＋ 21：14．8� 8．8�
59 レッドインテンス 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心小島 俊治氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 486＋ 81：15．54 39．3�
815 ブリュンヒルデ 牝3栗 54 加藤 祥太�ORTEGA 大江原 哲 日高 佐々木 康治 428－ 41：17．09 76．9�
34 ラヴィネルージュ 牝3鹿 54 森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 浦河 村下農場 442－ 21：17．74 128．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，734，300円 複勝： 38，554，900円 枠連： 6，735，400円
馬連： 37，157，800円 馬単： 18，332，900円 ワイド： 39，638，700円
3連複： 57，342，400円 3連単： 69，611，300円 計： 295，107，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 550円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，230円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 277343 的中 � 103527（1番人気）
複勝票数 計 385549 的中 � 107329（1番人気）� 78725（2番人気）� 10649（9番人気）
枠連票数 計 67354 的中 （2－8） 13946（1番人気）
馬連票数 計 371578 的中 �� 71346（1番人気）
馬単票数 計 183329 的中 �� 16899（2番人気）
ワイド票数 計 396387 的中 �� 54175（1番人気）�� 7378（14番人気）�� 4086（22番人気）
3連複票数 計 573424 的中 ��� 9430（11番人気）
3連単票数 計 696113 的中 ��� 3496（33番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．4―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターオブスパーダ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2020．10．17 京都5着

2018．4．10生 牡3芦 母 ダイワソフィー 母母 ダイワジェラート 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴィネルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ピヨピヨピピピ号・ヤマニンフィスキオ号・ワンダースキル号
（非抽選馬） 3頭 セキノアトラス号・タイセイフリート号・ヒデノペリドット号



10067 4月25日 曇 良 （3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10分 （ダート・左）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

813 スパニッシュアート 牝4黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 422－ 21：54．2 3．7�
45 モノポリーアイズ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B448± 0 〃 クビ 6．9�
57 シ ェ ー ン 牝4芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 61：54．4� 7．6�

68 ワタシヲマッテル 牝6栗 55
54 ☆斎藤 新小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470＋ 2 〃 アタマ 86．9�

44 エスキシータ 牝5黒鹿 55
52 ▲秋山 稔樹吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋ 61：54．82� 56．5�
56 メイショウカスガ 牝5栗 55

54 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 476＋ 41：55．01� 27．5	
812� ノーブルテラ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 484－ 21：55．1クビ 76．6

69 ラブエスポー 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：55．31� 28．5�
33 � サイモンベラーノ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 454－101：55．51� 63．7�
711 シルバータイド 牝4黒鹿55 吉田 隼人ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－ 41：55．7� 2．9
22 ピュアリーグッド 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B458＋ 6 〃 ハナ 122．4�
710 ブライトアクトレス 牝5栗 55

54 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 528＋121：56．65 16．4�
11 ウインアルカンナ 牝4黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：56．7� 5．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，155，700円 複勝： 43，762，200円 枠連： 7，314，900円
馬連： 44，576，300円 馬単： 21，852，600円 ワイド： 47，327，900円
3連複： 68，105，500円 3連単： 90，590，200円 計： 355，685，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 180円 � 200円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 460円 �� 540円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 321557 的中 � 69370（2番人気）
複勝票数 計 437622 的中 � 86303（2番人気）� 58518（3番人気）� 52410（5番人気）
枠連票数 計 73149 的中 （4－8） 4174（6番人気）
馬連票数 計 445763 的中 �� 23475（6番人気）
馬単票数 計 218526 的中 �� 6424（9番人気）
ワイド票数 計 473279 的中 �� 26996（3番人気）�� 22512（5番人気）�� 17632（8番人気）
3連複票数 計 681055 的中 ��� 16057（8番人気）
3連単票数 計 905902 的中 ��� 4584（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．5―49．3―1：01．5―1：13．9―1：27．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スパニッシュアート �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Tribal Rule デビュー 2019．8．18 新潟8着

2017．1．24生 牝4黒鹿 母 スパニッシュクイーン 母母 Spanish Bunny 11戦1勝 賞金 19，570，000円
〔その他〕 シルバータイド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シルバータイド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月25日まで出走できない。

10068 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）

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
1：08．5

重
重

46 ペイシャリルキス �5鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 484± 01：11．8 5．8�
47 サクセスリボーン 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 494－ 61：12．11� 5．0�
35 � ワンダーヘイルネス �5鹿 57 津村 明秀山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 480＋ 21：12．2� 21．1�
59 アイアムイチオシ 牡4鹿 57

55 △山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 528－ 6 〃 クビ 13．2�
713 エリモグリッター �4鹿 57

55 △泉谷 楓真山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 466± 01：12．41� 4．6�
58 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57

54 ▲角田 大和 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 496－ 81：12．71� 14．4	
815 エ ル ピ ド 牡5青鹿57 菱田 裕二ディアレストクラブ
 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 474－ 21：13．12� 129．2�
23 ワルツフォーデビー 牡4栗 57 吉田 隼人風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 446－ 21：13．31� 14．8�
34 ナイトコマンダー 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 484± 0 〃 ハナ 53．0
611 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 502＋ 41：13．51� 46．6�

814� タイクーンバゴ 牡4青鹿 57
55 ◇藤田菜七子�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 0 〃 アタマ 24．3�

610� フ ロ イ デ �6栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B492± 0 〃 クビ 4．1�

11 ネオレインボウ �5鹿 57
54 ▲小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 474－181：13．6� 17．2�

22 � ス パ ニ エ ル 牡4鹿 57 勝浦 正樹杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 460－ 61：13．7� 63．9�
712 クリノアンカーマン �4鹿 57 菊沢 一樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 B458＋ 21：13．8� 214．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，855，000円 複勝： 53，549，300円 枠連： 11，024，800円
馬連： 56，724，300円 馬単： 22，157，600円 ワイド： 53，757，100円
3連複： 88，847，900円 3連単： 102，310，700円 計： 419，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 180円 � 450円 枠 連（4－4） 1，890円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，900円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 38，590円

票 数

単勝票数 計 308550 的中 � 42549（4番人気）
複勝票数 計 535493 的中 � 67745（4番人気）� 90771（3番人気）� 24910（8番人気）
枠連票数 計 110248 的中 （4－4） 4518（7番人気）
馬連票数 計 567243 的中 �� 28274（4番人気）
馬単票数 計 221576 的中 �� 5100（10番人気）
ワイド票数 計 537571 的中 �� 26108（4番人気）�� 7007（27番人気）�� 8405（24番人気）
3連複票数 計 888479 的中 ��� 8193（28番人気）
3連単票数 計1023107 的中 ��� 1922（104番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャリルキス �
�
父 トランセンド �

�
母父 Spinning World デビュー 2018．7．1 函館6着

2016．5．13生 �5鹿 母 ゲイリークィンビー 母母 A Little Kiss 30戦2勝 賞金 30，380，000円



10069 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6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）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

33 グラスデスティーノ 牡4鹿 57 津村 明秀半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B484＋ 41：53．4 2．7�
22 ジンフラッシュ 牡4青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 488－ 41：54．04 3．3�
88 アミュリオン 牡5栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 466－ 21：54．1クビ 5．0�
11 タ シ ロ 牡4栗 57 水口 優也�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 526－ 41：54．63� 32．8�
66 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57 �島 良太平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 554－ 8 〃 ハナ 4．2	
55 � ヒューミリティ 牡4栗 57

56 ☆菅原 明良 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 460－161：54．7� 13．9

77 クリノヴジュアル 牡4栗 57

54 ▲角田 大和栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 508± 01：54．8アタマ 40．9�

44 � サクラサーブル 牡4黒鹿 57
54 ▲西谷 凜�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 514－ 61：55．22� 41．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，442，000円 複勝： 30，859，200円 枠連： 発売なし
馬連： 39，014，400円 馬単： 22，935，800円 ワイド： 31，151，400円
3連複： 53，036，500円 3連単： 120，145，100円 計： 330，584，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 334420 的中 � 97702（1番人気）
複勝票数 計 308592 的中 � 74216（2番人気）� 88366（1番人気）� 47236（4番人気）
馬連票数 計 390144 的中 �� 67565（1番人気）
馬単票数 計 229358 的中 �� 18673（1番人気）
ワイド票数 計 311514 的中 �� 47164（1番人気）�� 33412（3番人気）�� 27833（5番人気）
3連複票数 計 530365 的中 ��� 77629（1番人気）
3連単票数 計1201451 的中 ��� 36063（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．1―13．5―12．7―12．6―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．3―50．8―1：03．5―1：16．1―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4F49．9―3F37．3
1
3
6，3（1，8）－5，7（4，2）・（6，3）8（1，2）（4，5，7）

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

勝馬の
紹 介

グラスデスティーノ 
�
父 ワールドエース 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．30 福島6着

2017．3．22生 牡4鹿 母 グラスプリマ 母母 グラスレンヌ 20戦2勝 賞金 28，880，000円

10070 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第10競走 ��2，400�
あ ま か ざ り や ま

雨 飾 山 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス；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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

35 ベスビアナイト �4鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 22：29．4 4．0�
11 メイショウラツワン 牡4鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 488＋10 〃 クビ 5．4�
12 ノーウィック 牡4鹿 57 横山 和生�三嶋牧場 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 B486＋ 82：29．5� 14．6�
59 � ウインエアフォルク 牡4鹿 57 藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 42：29．6クビ 19．1�
816 アイブランコ 牡4栗 57 菱田 裕二ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 4 〃 クビ 5．9	
36 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 468＋ 22：29．91� 65．2

47 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 吉田 隼人宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 7．7�
713 ナムアミダブツ 牡4鹿 57 斎藤 新ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B466＋ 22：30．1	 8．9�
510 ナ ミ ブ �5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 53．0
48 ラフダイヤモンド 牝4栗 55 富田 暁�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 460－ 62：30．2� 19．0�
815 サングレデクリスト 牡4栗 57 藤井勘一郎吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B524＋ 4 〃 アタマ 82．6�
23 ボ ン ベ ー ル 牡5鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 486＋102：30．3クビ 35．2�
714 レッドレイル �5黒鹿57 森 裕太朗 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 438－ 62：30．72� 7．9�
24 ディーグランデ �7鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 472＋ 62：31．01� 157．4�
611 プ ル ク ラ �5栗 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B462－142：32．610 43．3�
612� ウィシュワールド 牡4鹿 57 原田 和真 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 504－ 42：33．12� 302．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，325，900円 複勝： 65，450，000円 枠連： 17，522，000円
馬連： 81，607，500円 馬単： 30，765，900円 ワイド： 71，697，200円
3連複： 138，182，200円 3連単： 142，712，300円 計： 585，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 200円 � 350円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 540円 �� 900円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 373259 的中 � 74553（1番人気）
複勝票数 計 654500 的中 � 116901（1番人気）� 87536（3番人気）� 40443（7番人気）
枠連票数 計 175220 的中 （1－3） 16978（2番人気）
馬連票数 計 816075 的中 �� 51499（2番人気）
馬単票数 計 307659 的中 �� 11042（1番人気）
ワイド票数 計 716972 的中 �� 36102（2番人気）�� 20287（10番人気）�� 14207（16番人気）
3連複票数 計1381822 的中 ��� 20906（10番人気）
3連単票数 計1427123 的中 ��� 6642（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．5―12．7―14．2―13．9―13．1―11．7―12．0―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―36．1―48．8―1：03．0―1：16．9―1：30．0―1：41．7―1：53．7―2：05．5―2：17．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベスビアナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．9．21 中山9着

2017．1．26生 �4鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 9戦2勝 賞金 24，778，000円



10071 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第11競走 ��1，200�福 島 放 送 賞
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．4．25以降3．4．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島放送賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714� ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿53 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 454＋ 41：09．6 4．4�
612 ガ リ レ イ �4鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 492－ 41：09．81� 6．1�
816 マッスルマサムネ �6鹿 54 川又 賢治塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 8 〃 クビ 20．7�
36 � マジックバローズ 牡6鹿 54 藤井勘一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 456＋ 2 〃 アタマ 24．0�
48 ス キ ッ プ 牡5黒鹿55 加藤 祥太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484－ 41：09．9� 15．9�
611 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿52 富田 暁	桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472－ 41：10．0	 7．3

59 
 ズ ア ー 牡7鹿 56 吉田 隼人吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 512＋ 21：10．1クビ 10．8�
713 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 52 斎藤 新藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B474＋ 81：10．2	 32．8�
35 
 ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 460＋ 21：10．3� 40．6

23 ディアボレット 牝6栗 51 藤田菜七子�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460＋ 2 〃 クビ 11．2�
12 シオミチクレバ 牝4鹿 53 �島 良太谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 486－ 41：10．4アタマ 16．0�
11 テーオーマルクス 牡4鹿 55 田中 健小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 490－101：10．61� 8．7�
510 ゲンパチアイアン 牡4鹿 55 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 486＋ 41：11．13 8．1�
815� ドリームジャンボ 牝6鹿 50 山田 敬士	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 488＋ 6 〃 クビ 117．3�
47 アルバリズム 牝5栗 51 黛 弘人松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 524＋ 21：11．2クビ 58．9�
24 ウルクラフト 牝5黒鹿52 杉原 誠人 	サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 41：11．52 77．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，341，900円 複勝： 93，239，700円 枠連： 42，269，000円
馬連： 201，869，200円 馬単： 68，458，000円 ワイド： 143，959，800円
3連複： 346，428，200円 3連単： 345，069，400円 計： 1，307，635，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 210円 � 490円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，140円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 663419 的中 � 120617（1番人気）
複勝票数 計 932397 的中 � 164764（1番人気）� 121953（2番人気）� 39062（10番人気）
枠連票数 計 422690 的中 （6－7） 39166（1番人気）
馬連票数 計2018692 的中 �� 107368（1番人気）
馬単票数 計 684580 的中 �� 22005（1番人気）
ワイド票数 計1439598 的中 �� 65466（1番人気）�� 16801（31番人気）�� 12568（42番人気）
3連複票数 計3464282 的中 ��� 25370（23番人気）
3連単票数 計3450694 的中 ��� 6893（57番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．5―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―34．2―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロ ジ ー ナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス

2017．5．16生 牝4黒鹿 母 ケープタウンシチー 母母 キンバリーシチー 11戦2勝 賞金 30，462，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケイティディライト号・ゴーゴーチアフル号・メメントモリ号
（非抽選馬）10頭 エーティーメジャー号・グレイトゲイナー号・ストラトスフィア号・タガノカルラ号・ダノンシティ号・

ドラゴンズバック号・トンボイ号・フクノナルボンヌ号・ヘイワノツカイ号・マイネルアムニス号

10072 4月25日 曇 良 （3新潟1） 第6日 第12競走 ��1，800�
せ ん か く わ ん

尖 閣 湾 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

4歳以上，1勝クラス；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 378，000円 108，000円 54，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

58 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿57 角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 452－ 41：48．4 6．5�
814 ディープハーモニー 牡4黒鹿57 泉谷 楓真深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 496＋ 61：48．71� 16．9�
46 ミスミルドレッド 牝4黒鹿55 菅原 明良丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 438± 01：48．8� 4．9�
45 ダノンセレスタ 牡4青鹿57 吉田 隼人�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 41：48．9� 2．0�
69 ヒルノアントラ 	4青鹿57 富田 暁�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B470＋ 4 〃 ハナ 52．0�
712 マ ー ニ 牡5黒鹿57 三津谷隼人岡 浩二氏 
島 一歩 浦河 日進牧場 452－14 〃 ハナ 33．6	
610 サマービート 牡4鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：49．0� 7．5

33 レミニシェンザ 牝4鹿 55 亀田 温心 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：49．1� 32．4�
813 ミッキーハッスル 	4黒鹿57 菱田 裕二野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 442－ 81：49．42 56．4
11 キタノポケット 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 382－ 41：49．71� 109．8�
22 ローレリスト 牡4鹿 57 横山 和生多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 クビ 94．9�
34 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 57 勝浦 正樹奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 478＋ 21：49．9� 22．1�
711 ショウナンダイキチ 牡4栗 57 藤井勘一郎国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 498＋ 61：50．01 53．1�
57 リアルシング 牡4黒鹿57 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 528＋ 61：50．42 36．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，134，800円 複勝： 67，913，400円 枠連： 19，419，000円
馬連： 90，321，900円 馬単： 41，213，100円 ワイド： 74，233，500円
3連複： 140，921，800円 3連単： 194，266，500円 計： 683，424，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 380円 � 160円 枠 連（5－8） 3，020円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 510円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 50，390円

票 数

単勝票数 計 551348 的中 � 67274（3番人気）
複勝票数 計 679134 的中 � 96966（3番人気）� 36651（5番人気）� 131112（2番人気）
枠連票数 計 194190 的中 （5－8） 4976（9番人気）
馬連票数 計 903219 的中 �� 14357（13番人気）
馬単票数 計 412131 的中 �� 3177（26番人気）
ワイド票数 計 742335 的中 �� 11743（14番人気）�� 40456（4番人気）�� 12602（12番人気）
3連複票数 計1409218 的中 ��� 14566（21番人気）
3連単票数 計1942665 的中 ��� 2795（141番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―13．1―13．1―12．2―11．0―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．8―48．9―1：02．0―1：14．2―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマヒア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．30 中京3着

2016．2．21生 牡5黒鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 26戦2勝 賞金 48，888，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 ディープハーモニー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

３レース目



（3新潟1）第6日 4月25日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

170，080，000円
6，050，000円
20，560，000円
1，640，000円
18，890，000円
67，723，500円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
427，688，000円
640，810，300円
144，739，300円
768，566，200円
336，091，300円
687，936，800円
1，246，484，300円
1，499，196，900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 5，751，513，100円

総入場人員 1，033名 （有料入場人員 905名）
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