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10073 5月1日 曇 重 （3新潟1） 第7日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50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
1：49．2
1：47．6

不良
重

11 スマートパルフェ 牝3黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 430－ 41：52．5 15．1�
610 メッザノッテ 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 452± 01：53．67 3．1�
35 テイエムユキマイ 牝3芦 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 438＋ 41：53．91� 55．1�
611 ウインジュノー 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 508－ 21：54．0� 88．3�
47 テーオーラターシュ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 472± 01：54．1� 6．2�
46 キアヌマウナ 牝3鹿 54 黛 弘人	ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 494－ 41：54．2� 8．1

814 メイショウイナホ 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 492± 01：55．05 20．5�
34 レリキアアスール 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 450－10 〃 アタマ 98．2�
58 ヴィッカース 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456－ 81：55．21� 6．9
713 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム B466＋101：55．3クビ 122．5�
59 タガノフラッデル 牝3黒鹿54 中井 裕二八木 秀之氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 41：55．4� 88．6�
815 プレアヴィヒア 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 3．4�
23 ラスティングボンド 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 中舘 英二 新ひだか ケイアイファーム 430－ 61：55．93 37．6�
22 モンサンテゾーロ 牝3青鹿54 津村 明秀山下 新一氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 446＋101：58．4大差 232．1�
712 ビートザオッズ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和吉田 晴哉氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―1：58．6� 118．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，905，800円 複勝： 53，021，000円 枠連： 9，414，900円
馬連： 47，644，800円 馬単： 22，545，300円 ワイド： 54，071，800円
3連複： 83，070，000円 3連単： 85，068，700円 計： 381，742，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 330円 � 150円 � 1，090円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 960円 �� 7，280円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 22，060円 3 連 単 ��� 146，490円

票 数

単勝票数 計 269058 的中 � 14242（6番人気）
複勝票数 計 530210 的中 � 37289（6番人気）� 122252（1番人気）� 9524（9番人気）
枠連票数 計 94149 的中 （1－6） 3041（10番人気）
馬連票数 計 476448 的中 �� 16524（8番人気）
馬単票数 計 225453 的中 �� 2602（26番人気）
ワイド票数 計 540718 的中 �� 14983（12番人気）�� 1848（43番人気）�� 8263（19番人気）
3連複票数 計 830700 的中 ��� 2824（58番人気）
3連単票数 計 850687 的中 ��� 421（345番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．7―12．9―12．4―12．3―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―49．5―1：01．9―1：14．2―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートパルフェ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．16 小倉13着

2018．2．15生 牝3黒鹿 母 プレシャスジェムズ 母母 プレシャスキャット 7戦1勝 賞金 7，150，000円
〔騎手変更〕 ビートザオッズ号の騎手西谷凜は，病気のため角田大和に変更。
〔制裁〕 ビートザオッズ号の騎手西谷凜は，体重調整が出来ず，脱水症を発症し騎手変更となったことについて令和3年5月15日

から令和3年5月16日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビートザオッズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1日まで平地競走

に出走できない。
モンサンテゾーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月1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〕 タガノフラッデル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月1日まで平地競走に出走でき
ない。

※テイエムユキマイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10074 5月1日 曇 重 （3新潟1） 第7日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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

35 ワンダースキル 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 442＋ 41：12．0 6．3�

611 チャイブテソーロ 牝3栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 468－ 4 〃 クビ 6．0�

610 リュヌダムール 牝3鹿 54 黛 弘人星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B450－ 41：12．32 6．9�
814 ジュンワンポイント 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 426－ 21：12．4クビ 6．0�
58 ニューフロンティア 牡3鹿 56 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 474－ 2 〃 ハナ 13．5	
712 スイートナイト 牝3栗 54 杉原 誠人
ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 450＋ 41：13．57 59．9�
47 ナンヨーノワール 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 428－ 6 〃 アタマ 176．9�
59 マイネルボーダレス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 浜口牧場 432－ 11：13．6� 157．1
23 フォートレスヒル 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 B476－ 41：13．7� 5．9�
46 ペガサスハーツ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和
天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 512＋141：14．33� 3．0�
815 インザロングラン 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 442－ 81：14．4� 295．7�
713 シオンデゴー 牝3青 54

52 △山田 敬士西本 資史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 416－ 81：15．14 498．4�
11 キタノインスパイア 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心北所 直人氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 446－ 41：15．41� 259．4�
34 モーニングアヤメ 牝3栗 54 菊沢 一樹今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 458－ 61：15．72 317．7�
22 デルマヒテン 牝3黒鹿54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 442 ―1：21．3大差 290．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，906，400円 複勝： 41，127，700円 枠連： 7，419，700円
馬連： 43，580，800円 馬単： 19，967，900円 ワイド： 38，861，400円
3連複： 61，582，500円 3連単： 69，198，400円 計： 311，644，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 210円 � 210円 枠 連（3－6） 1，330円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，080円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 299064 的中 � 37934（5番人気）
複勝票数 計 411277 的中 � 46394（6番人気）� 51814（4番人気）� 50808（5番人気）
枠連票数 計 74197 的中 （3－6） 4306（7番人気）
馬連票数 計 435808 的中 �� 17802（9番人気）
馬単票数 計 199679 的中 �� 3395（27番人気）
ワイド票数 計 388614 的中 �� 10047（17番人気）�� 9042（18番人気）�� 16284（9番人気）
3連複票数 計 615825 的中 ��� 8364（27番人気）
3連単票数 計 691984 的中 ��� 2307（96番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダースキル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．3．27 阪神8着

2018．3．28生 牡3鹿 母 ワンダーエレメント 母母 ワンダーグラシア 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 ワンダースキル号の騎手西谷凜は，病気のため泉谷楓真に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマヒテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1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 リアルヴィジョン号

第１回 新潟競馬 第７日



10075 5月1日 曇 重 （3新潟1） 第7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

815 ヴォーグマチネ 牡3鹿 56 津村 明秀志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B476± 01：53．3 63．1�
713 トーセンマルコ 牡3青鹿56 丸田 恭介島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－101：53．51 9．0�
11 フランコイメル 牡3黒鹿56 松田 大作ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 520＋ 8 〃 � 13．4�
610 レッドレジェーラ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484＋ 21：54．03 2．5�
59 ヒルノアローザ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 508＋101：54．21� 5．8	
58 タガノディラン �3栗 56 和田 翼八木 良司氏 小林 真也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 41：54．62 5．7

814 アナザーヴィータ 牡3栗 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B478－ 21：54．7� 44．0�
23 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 中井 裕二�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム B482＋ 61：55．01� 7．4
34 テイエムキセキダン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 484＋ 21：55．42 242．3�
46 トーセンマーク 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 516＋ 6 〃 クビ 36．6�

712 アレレブルー 牡3黒鹿56 	島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社
吉田ファーム 440－ 6 〃 アタマ 10．7�

22 クリノビックリバゴ 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 440± 01：55．71� 269．5�
611 トーアエレクトロン 牡3鹿 56 城戸 義政高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 B470＋ 6 〃 クビ 47．4�
47 アヴェニルールー 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 486＋ 81：55．8クビ 210．0�
35 デルマゾウチョウ 牡3鹿 56 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 430－ 41：55．9� 360．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，784，900円 複勝： 40，206，700円 枠連： 8，201，100円
馬連： 38，129，000円 馬単： 17，703，600円 ワイド： 41，401，600円
3連複： 57，723，000円 3連単： 64，672，500円 計： 294，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，310円 複 勝 � 1，400円 � 320円 � 350円 枠 連（7－8） 4，310円

馬 連 �� 16，910円 馬 単 �� 42，830円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 7，290円 �� 910円

3 連 複 ��� 53，440円 3 連 単 ��� 509，640円

票 数

単勝票数 計 267849 的中 � 3391（11番人気）
複勝票数 計 402067 的中 � 6590（11番人気）� 36232（5番人気）� 31423（6番人気）
枠連票数 計 82011 的中 （7－8） 1473（15番人気）
馬連票数 計 381290 的中 �� 1747（38番人気）
馬単票数 計 177036 的中 �� 310（87番人気）
ワイド票数 計 414016 的中 �� 2920（35番人気）�� 1423（47番人気）�� 12274（11番人気）
3連複票数 計 577230 的中 ��� 810（113番人気）
3連単票数 計 646725 的中 ��� 92（827番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．0―13．0―13．1―12．9―12．9―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．3―48．3―1：01．4―1：14．3―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴォーグマチネ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．27 中山5着

2018．4．20生 牡3鹿 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 6戦1勝 賞金 6，310，000円
〔騎手変更〕 テイエムキセキダン号の騎手西谷凜は，病気のため角田大和に変更。
〔発走状況〕 テイエムキセキダン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 フランコイメル号の騎手松田大作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔調教再審査〕 テイエムキセキダン号は，発走調教再審査。

10076 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

11 フ ミ ロ ア 牝3鹿 54 �島 克駿林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 41：10．4 2．0�
12 アスクキングコング 牡3黒鹿56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 454± 01：10．82� 3．9�
48 ペガサスウイング 牝3青鹿54 森 裕太朗中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 444＋ 4 〃 同着 16．9�
713� クインズムーン 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 458＋141：10．9クビ 11．7�
47 カワカミカリーナ 牝3青鹿54 松田 大作 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 462＋10 〃 クビ 10．0	
23 � マイサンライズ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎�和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

528＋141：11．32� 367．9

714 センショウライツ 牝3栗 54 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 6．9�
815 リッターヴォルト 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 日高 三輪 幸子 466± 01：11．72� 33．7�

510 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿 54
53 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 416－221：11．91 156．1
612 ジューンサクラ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 434 ― 〃 クビ 263．5�
24 フローラルドリーム 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大髙橋 正雄氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 440－ 2 〃 アタマ 68．4�
816 スカイカンナ 牝3鹿 54 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 438－ 41：12．11� 24．4�
611 ロングサクセション 牡3栗 56 中井 裕二中井 敏雄氏 高橋 亮 新ひだか ゴールドアップカンパニー 468 ―1：12．2� 202．4�
35 サンデーグラス 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士長谷川兼美氏 本間 忍 浦河 グラストレーニ
ングセンター 436＋121：12．62 393．1�

59 オサキニゴブレイ 牝3青鹿 54
51 ▲秋山 稔樹野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 高橋 修 456－ 8 〃 クビ 505．3�

36 オウケンブレイク 牡3青鹿56 西村 淳也福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 496 ―1：12．7クビ 76．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，975，300円 複勝： 36，600，500円 枠連： 12，531，000円
馬連： 38，202，700円 馬単： 20，087，100円 ワイド： 38，232，500円
3連複： 55，867，800円 3連単： 71，403，900円 計： 305，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 �
�

130円
290円 枠 連（1－1）（1－4）

170円
220円

馬 連 ��
��

200円
770円 馬 単 ��

��
300円
1，350円

ワ イ ド ��
��

170円
510円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ���
���

2，780円
5，100円

票 数

単勝票数 計 329753 的中 � 128632（1番人気）
複勝票数 計 366005 的中 � 93346（1番人気）� 77824（2番人気）� 21814（6番人気）
枠連票数 計 125310 的中 （1－1） 29014（1番人気）（1－4） 20277（3番人気）
馬連票数 計 382027 的中 �� 85072（1番人気）�� 15617（7番人気）
馬単票数 計 200871 的中 �� 27101（1番人気）�� 4958（8番人気）
ワイド票数 計 382325 的中 �� 76669（1番人気）�� 16555（5番人気）�� 11448（9番人気）
3連複票数 計 558678 的中 ��� 26369（4番人気）
3連単票数 計 714039 的中 ��� 9366（10番人気）��� 5039（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．0―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．0―46．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ミ ロ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．6．14 東京7着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 7戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 オウケンブレイク号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ジョイフルラブ号・ペルセウステソーロ号・メイショウチャイブ号・ランスオブミューズ号



10077 5月1日 曇 重 （3新潟1） 第7日 第5競走 1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

35 ラナチャンス 牡3鹿 56
55 ☆菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 474－ 21：12．2 3．2�

34 ニホンピロジャック 牡3黒鹿 56
54 △山田 敬士小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454－ 61：12．3� 53．5�

58 アルムファーツリー 牝3黒鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454± 01：12．51 7．0�

611 ラキエスヴィブロ 牡3鹿 56 西村 淳也西浦 和男氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 21：12．81� 29．8�
815 ブロードマリー 牝3鹿 54 森 裕太朗 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 428＋ 41：12．9クビ 55．6�
610 ヨドノゴールド 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 452＋ 8 〃 クビ 15．6	
11 ハクシンエース 牡3黒鹿56 菊沢 一樹新井原 博氏 鈴木慎太郎 新冠 川上牧場 424＋ 2 〃 アタマ 81．3

814 フレーズバニーユ 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 454－ 21：13．21� 20．5�
47 サ ノ ラ カ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 428－ 21：13．51� 12．0�
713 フジグランツ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 426－121：13．6� 77．0
712 セ リ シ ア 牝3芦 54

51 ▲角田 大和西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 452＋ 61：13．7� 2．7�
23 モズキタマサケンジ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 448－ 21：14．02 77．8�
46 クリノバラライカ 牡3栗 56 川又 賢治栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 512－ 2 〃 ハナ 76．1�
22 タガノアクトリス 牝3青鹿 54

52 △泉谷 楓真八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B470－ 81：14．31� 13．0�

59 ニースバローズ 牝3栗 54
53 ☆斎藤 新猪熊 広次氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 396－101：14．61� 20．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，336，500円 複勝： 50，747，200円 枠連： 8，656，400円
馬連： 47，365，200円 馬単： 21，929，800円 ワイド： 52，654，300円
3連複： 75，028，000円 3連単： 86，680，500円 計： 375，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 820円 � 240円 枠 連（3－3） 6，990円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 520円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 57，860円

票 数

単勝票数 計 323365 的中 � 78839（2番人気）
複勝票数 計 507472 的中 � 137258（1番人気）� 11060（10番人気）� 50282（3番人気）
枠連票数 計 86564 的中 （3－3） 959（23番人気）
馬連票数 計 473652 的中 �� 5644（19番人気）
馬単票数 計 219298 的中 �� 1591（33番人気）
ワイド票数 計 526543 的中 �� 9924（15番人気）�� 28162（2番人気）�� 4623（28番人気）
3連複票数 計 750280 的中 ��� 5629（33番人気）
3連単票数 計 866805 的中 ��� 1086（167番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラナチャンス �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．10．17 東京9着

2018．4．10生 牡3鹿 母 バイカターキン 母母 ア ブ ラ シ オ 6戦1勝 賞金 8，210，000円
〔騎手変更〕 ニホンピロジャック号の騎手西谷凜は，病気のため山田敬士に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キミョウキテレツ号・ディープシーテッド号

10078 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40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
1：59．7
1：56．1

良
良

713 イクスプロージョン 牡3鹿 56 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 466－ 42：04．1 1．8�
35 マイネルレガシー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 464± 02：04．21 3．7�
815 テイケイラウレア 牝3鹿 54 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B446－ 62：04．83� 44．9�
36 ランカンカン �3栗 56 菊沢 一樹橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 512＋ 62：04．9� 8．9�
611 セイクリッドゲイズ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 484± 02：05．11 9．6	
510 ラジェドール 牡3芦 56 �島 克駿根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 42：05．31� 19．7

24 クリノサルベージ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新栗本 博晴氏 藤岡 健一 様似 様似渡辺牧場 466 ―2：05．72� 73．8�
48 アウトオブザブルー 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B462－102：05．8クビ 15．2�
12 グローリアステラ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大日下部勝德氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 432± 0 〃 クビ 207．0
714 ミステリーツアー 牡3鹿 56 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 500 ― 〃 ハナ 206．6�
612 ハヤブサビッグバン 牡3芦 56 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 田中 裕之 498 ―2：06．01 25．5�
59 フレンドリーエース 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 石郷岡 五月 394－ 4 〃 クビ 99．5�
11 グッナイベイビー 牝3黒鹿54 和田 翼大野 富生氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 424＋ 22：06．1� 153．0�
23 ヤマニンカンノーリ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428－ 22：06．73� 389．6�
47 ロ ー ゼ オ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム 464± 02：07．02 96．1�
816 カゼノスバル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和深井 孟氏 中野 栄治 新冠 プログレスファーム 450± 02：07．74 381．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，572，100円 複勝： 37，220，000円 枠連： 7，850，900円
馬連： 32，637，000円 馬単： 16，893，200円 ワイド： 32，277，500円
3連複： 49，243，300円 3連単： 64，934，200円 計： 266，628，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 480円 枠 連（3－7） 210円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，100円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 255721 的中 � 109855（1番人気）
複勝票数 計 372200 的中 � 143671（1番人気）� 74861（2番人気）� 9514（8番人気）
枠連票数 計 78509 的中 （3－7） 27684（1番人気）
馬連票数 計 326370 的中 �� 77954（1番人気）
馬単票数 計 168932 的中 �� 25080（1番人気）
ワイド票数 計 322775 的中 �� 63350（1番人気）�� 6237（12番人気）�� 4441（16番人気）
3連複票数 計 492433 的中 ��� 10651（10番人気）
3連単票数 計 649342 的中 ��� 5546（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．3―49．6―1：02．8―1：16．0―1：28．3―1：40．5―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
15－6（4，5）13（10，7，11）（1，12，14）16，3（2，8，9）・（15，6）5，13（4，11）（7，14）10（1，12）（8，9）－2－3，16

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

勝馬の
紹 介

イクスプロージョン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．28 阪神7着

2018．3．4生 牡3鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 6戦1勝 賞金 9，170，000円
〔発走状況〕 カゼノスバル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 グローリアステラ号の騎手小林凌大は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ラジェドール号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔調教再審査〕 カゼノスバル号は，発走調教再審査。
※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 キクノディーン号
（非抽選馬） 2頭 イッツライフ号・ウインバシリス号



10079 5月1日 曇 重 （3新潟1） 第7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）

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

55 � レッドエランドール 牡4鹿 57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B506－ 41：51．8 1．6�
89 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 21：52．43� 3．3�
33 アイスジェイド 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478－ 61：53．57 7．5�
78 � ベルクハイム 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536± 0 〃 クビ 33．8�

11 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55
54 ☆菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 41：53．6� 26．8	

66 ネオボーゲン 牡4鹿 57 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 432＋ 21：53．7� 64．2

44 クリノターハイ 牡4栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 510＋341：53．91� 145．4�
77 � メイショウカンキ 牡7鹿 57

56 ☆亀田 温心松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 478± 01：54．0� 14．0�
22 ヨドノドリーム 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 486＋ 21：54．53 24．8
810� エルモアットーレ 牡4栗 57

54 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか チャンピオンズファーム 488－101：54．71� 79．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，492，500円 複勝： 99，380，800円 枠連： 5，736，300円
馬連： 29，371，200円 馬単： 21，816，500円 ワイド： 30，282，700円
3連複： 45，158，200円 3連単： 105，219，100円 計： 362，457，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 110円 � 140円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 350円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 920円

票 数

単勝票数 計 254925 的中 � 124259（1番人気）
複勝票数 計 993808 的中 � 779211（1番人気）� 77917（2番人気）� 38527（3番人気）
枠連票数 計 57363 的中 （5－8） 15211（1番人気）
馬連票数 計 293712 的中 �� 80736（1番人気）
馬単票数 計 218165 的中 �� 46911（1番人気）
ワイド票数 計 302827 的中 �� 69580（1番人気）�� 33648（2番人気）�� 17120（5番人気）
3連複票数 計 451582 的中 ��� 81665（1番人気）
3連単票数 計1052191 的中 ��� 82421（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．3―49．6―1：02．3―1：14．6―1：27．0―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドエランドール �
�
父 Golden Horn �

�
母父 Dubawi

2017．4．8生 牡4鹿 母 リュポメルー 母母 Star of Akkar 10戦1勝 賞金 21，400，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヨドノドリーム号の騎手西谷凜は，病気のため角田大和に変更。

10080 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

612 ネバーゴーンアウト �4青鹿 57
53 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 482－181：22．9 37．3�

23 マイネルホイッスル 牡4黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 61：23．22 20．5�

714 コミカライズ 牝4青鹿 55
53 △泉谷 楓真吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 ハナ 4．0�

816 ダイシンクイント 牡7黒鹿57 松田 大作大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 488－101：23．3� 39．9�
611 グ ラ ニ ー タ 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 ハナ 5．6	
59 マ ロ リ ン 牝5鹿 55 菊沢 一樹吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：23．4クビ 24．2

815 シ コ ウ 牡4青鹿 57

54 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476－ 21：23．82� 20．0�
47 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 414± 0 〃 ハナ 4．0�
12 スウィートメリナ 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424－101：24．01� 77．7
510	 ビービーグエル 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 496－ 41：24．21� 18．9�
11 	 スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 464－ 61：24．41� 112．4�
24 メイクアンシー 牡5青鹿 57

55 △山田 敬士チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 452－ 21：24．5クビ 32．4�
48 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55 西村 淳也�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：24．81
 12．8�
713 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 55 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452－101：24．91 5．2�
36 	 ラフカディオ 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希 �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 512－ 61：25．0クビ 151．0�

35 	 ベルフラカン 牡4青鹿57 勝浦 正樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 476± 01：27．8大差 197．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，528，900円 複勝： 40，050，900円 枠連： 11，153，100円
馬連： 45，208，800円 馬単： 20，118，500円 ワイド： 44，691，700円
3連複： 72，857，400円 3連単： 82，440，000円 計： 345，049，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 1，020円 � 470円 � 210円 枠 連（2－6） 2，790円

馬 連 �� 27，910円 馬 単 �� 64，200円

ワ イ ド �� 8，140円 �� 2，970円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 36，280円 3 連 単 ��� 371，230円

票 数

単勝票数 計 285289 的中 � 6115（11番人気）
複勝票数 計 400509 的中 � 8736（12番人気）� 21080（7番人気）� 61969（2番人気）
枠連票数 計 111531 的中 （2－6） 3088（12番人気）
馬連票数 計 452088 的中 �� 1255（67番人気）
馬単票数 計 201185 的中 �� 235（139番人気）
ワイド票数 計 446917 的中 �� 1387（71番人気）�� 3868（38番人気）�� 8308（15番人気）
3連複票数 計 728574 的中 ��� 1506（122番人気）
3連単票数 計 824400 的中 ��� 161（1036番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．6―58．6―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネバーゴーンアウト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．7．7 福島4着

2017．3．13生 �4青鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 15戦2勝 賞金 15，440，000円
〔調教再審査〕 ベルフラカン号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルフラカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1日まで平地競走に

出走できない。



10081 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第9競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

811� ララクリュサオル 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 506± 01：10．5 2．1�

（法942）

79 サノノクヒオ 牡4栗 57
56 ☆菅原 明良佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 502＋ 21：11．35 6．2�

11 �� ヒ ロ ミ 牡6黒鹿 57
54 ▲秋山 稔樹了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B506＋ 41：11．61� 29．2�
66 スペースクラフト 	5芦 57

54 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488－ 41：11．7� 3．3�
67 オールミラージュ 牡5栗 57

55 △山田 敬士田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 456＋ 61：11．91 195．8	
22 � ショーショーショー 牡4栃栗57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 518＋ 41：12．01 13．9

810 グランドストローク 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 462－ 41：12．1クビ 14．8�
55 コ コ ラ 牝4黒鹿55 吉田 隼人田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：12．2
 13．0�
44 � セイスケルツォ 牡4黒鹿57 丸田 恭介金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 528＋ 41：12．41� 156．6
78 ニルカンタテソーロ 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 444－ 41：12．61
 32．3�

33 グラドゥアーレ 牡7栗 57
56 ☆亀田 温心 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474－ 21：12．7� 34．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，786，500円 複勝： 44，044，100円 枠連： 7，381，100円
馬連： 45，269，800円 馬単： 25，438，800円 ワイド： 45，734，500円
3連複： 72，091，900円 3連単： 112，253，400円 計： 386，000，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 480円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，180円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 11，850円

票 数

単勝票数 計 337865 的中 � 127864（1番人気）
複勝票数 計 440441 的中 � 129310（1番人気）� 58432（3番人気）� 15538（8番人気）
枠連票数 計 73811 的中 （7－8） 13796（2番人気）
馬連票数 計 452698 的中 �� 57300（2番人気）
馬単票数 計 254388 的中 �� 22049（2番人気）
ワイド票数 計 457345 的中 �� 44873（2番人気）�� 9273（15番人気）�� 5943（21番人気）
3連複票数 計 720919 的中 ��� 11792（16番人気）
3連単票数 計1122534 的中 ��� 6866（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（5，9）11，1（2，4，8）10，6，7，3 4 5，9，11（2，1）（4，8）（7，10，6）3

勝馬の
紹 介

�ララクリュサオル �
�
父 Speightstown �

�
母父 War Front デビュー 2019．1．12 京都1着

2016．2．17生 牡5鹿 母 Lindy 母母 Dattts Lady Di 6戦2勝 賞金 20，300，000円

10082 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第10競走 ��2，000�
ひ め か わ

姫 川 特 別
発走14時50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 252，000円 72，000円 36，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

33 ディアセオリー 牡4鹿 57 西村 淳也ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 492－ 42：01．1 3．5�

88 ウィズダイヤモンズ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 410± 0 〃 ハナ 11．4�

77 ビートザウイングス �4栗 57 斎藤 新 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B468－ 42：01．52 9．3�
22 アウサンガテ 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440－ 22：01．6� 1．9�
55 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿57 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－102：01．7� 6．0	
66 マジストラル 牡5鹿 57 	島 克駿 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：02．44 41．3

44 リーガルマナー �4鹿 57 中井 裕二吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B490＋ 42：02．71� 39．7�
11 
 トーヨースターオー 牡4栗 57 丸田 恭介中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda

Farm Co. Ltd 550＋182：05．4大差 19．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，299，500円 複勝： 46，090，300円 枠連： 発売なし
馬連： 50，399，400円 馬単： 29，224，300円 ワイド： 38，368，400円
3連複： 68，553，300円 3連単： 148，523，600円 計： 414，458，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 270円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 530円 �� 460円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 14，970円

票 数

単勝票数 計 332995 的中 � 74729（2番人気）
複勝票数 計 460903 的中 � 81796（2番人気）� 40256（4番人気）� 37316（5番人気）
馬連票数 計 503994 的中 �� 20875（7番人気）
馬単票数 計 292243 的中 �� 6953（13番人気）
ワイド票数 計 383684 的中 �� 18908（7番人気）�� 22173（6番人気）�� 10253（11番人気）
3連複票数 計 685533 的中 ��� 13727（13番人気）
3連単票数 計1485236 的中 ��� 7191（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．0―47．3―1：00．1―1：12．7―1：25．0―1：36．6―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．1
3 1（4，2）（3，6）（5，7）8 4 1（4，2）3（5，6）（8，7）

勝馬の
紹 介

ディアセオリー 
�
父 サムライハート 

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2019．7．13 福島1着

2017．3．28生 牡4鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 15戦2勝 賞金 35，491，000円



10083 5月1日 曇 稍重 （3新潟1） 第7日 第11競走 ��
��1，200�バーデンバーデンカップ

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

713 マイネルアルケミー 牡5栗 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 480＋ 41：10．0 10．6�

611 アテンフラワー 牝6青鹿55 和田 翼�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 482± 01：10．1� 37．5�
816 アンブロジオ 	6栗 57 菊沢 一樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 0 〃 クビ 10．8�
23 ニシノドレッシー 牝5鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 462＋ 21：10．3
 5．1�
59 コロラトゥーレ 牝7鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 476－ 2 〃 クビ 142．5	
815 シャンデリアムーン 牝5鹿 55 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 466－101：10．4� 6．8

48 ムスコローソ 牡6栗 57 杉原 誠人落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528± 01：10．5
 24．9�
36 サヴォワールエメ 牝5栗 55 津村 明秀平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 454－ 41：10．71� 17．0�
24 ウ ィ ズ 牡6鹿 57 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 B494＋ 61：10．91 14．6
510 タマモティータイム 牝4鹿 55 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B458± 0 〃 クビ 6．4�
714 アルミューテン 牝7栗 55 秋山 稔樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496－ 61：11．0� 45．0�
11 メイショウサチシオ 牝7黒鹿55 角田 大和松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 504± 01：11．42� 35．3�
47  シルヴェーヌ 牝6鹿 55 丸田 恭介西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 464＋ 21：11．5� 125．5�
612 タイセイブランシュ 牝5芦 55 川又 賢治田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 458－ 81：11．6� 50．7�
35 トロワマルス 牝4鹿 55 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 474± 01：11．7クビ 30．7�
12 ビップウインク 牝4青 55 藤井勘一郎鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502－101：12．01
 3．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，873，600円 複勝： 78，728，400円 枠連： 33，827，100円
馬連： 163，411，900円 馬単： 54，229，200円 ワイド： 111，254，500円
3連複： 263，013，600円 3連単： 260，614，200円 計： 1，016，952，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 740円 � 340円 枠 連（6－7） 7，290円

馬 連 �� 19，140円 馬 単 �� 36，210円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 1，440円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 48，400円 3 連 単 ��� 311，790円

票 数

単勝票数 計 518736 的中 � 38821（5番人気）
複勝票数 計 787284 的中 � 70176（5番人気）� 25258（10番人気）� 63304（6番人気）
枠連票数 計 338271 的中 （6－7） 3593（24番人気）
馬連票数 計1634119 的中 �� 6616（54番人気）
馬単票数 計 542292 的中 �� 1123（103番人気）
ワイド票数 計1112545 的中 �� 6627（46番人気）�� 20447（18番人気）�� 6559（47番人気）
3連複票数 計2630136 的中 ��� 4075（146番人気）
3連単票数 計2606142 的中 ��� 606（869番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―12．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．9―45．9―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 10，14（5，4，15）（1，2）13（7，16）（3，11，12）8（6，9） 4 10（14，4）（5，15）（1，2，13）－（7，16）（3，11）（6，8，12）9

勝馬の
紹 介

マイネルアルケミー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．14 福島7着

2016．5．25生 牡5栗 母 ビリーヴザミラクル 母母 アズウィロー 29戦4勝 賞金 91，489，000円
〔制裁〕 タマモティータイム号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※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）13頭 エレヴァート号・グッドジュエリー号・クリノアリエル号・コスモカルナック号・シトラスノート号・

デトロイトテソーロ号・デルマカトリーナ号・ナンヨーアミーコ号・ファンタジステラ号・ブリッツアウェイ号・
ブレイブメジャー号・ペイシャドリーム号・ホウオウカトリーヌ号

10084 5月1日 小雨 稍重 （3新潟1） 第7日 第12競走 ��1，800�
さ き は な

咲 花 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

812 ゴールドパラディン 牡4栗 57 西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 426－ 61：51．0 3．4�

711 ハヤブサナンデクン 牡5芦 57 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 512－ 21：51．11 2．3�
710 マ ハ ヴ ィ ル 牡6鹿 57 角田 大和 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－141：52．27 68．6�
813 ルドンカズマ 牡4鹿 57 亀田 温心合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492＋ 61：52．51� 18．4�
44 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 �島 克駿�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 488± 01：52．71� 4．2	
33 ティボリドライヴ 牝5栗 55 斎藤 新松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－ 61：53．01� 80．5

56 トゥルブレンシア 牡4栗 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 466± 0 〃 クビ 12．3�
69 メイショウシャガ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510± 0 〃 ハナ 40．1�
22 アシャカリブラ 牡7黒鹿57 中井 裕二吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B544＋ 41：53．1	 59．1
68 キョウエイパラスト 牡4栗 57 津村 明秀田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム B514－ 21：53．31	 18．6�
57 
 ブリッツシュラーク 牡7芦 57 泉谷 楓真前田 幸貴氏 杉山 佳明 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：53．72	 241．1�
11 ホウオウエーデル 牡5鹿 57 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B494＋ 41：55．29 80．6�
45 
 キクノフェリックス 牡7黒鹿57 丹内 祐次菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 492＋ 2 （競走中止） 47．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，405，700円 複勝： 59，299，100円 枠連： 16，169，000円
馬連： 91，636，600円 馬単： 40，945，100円 ワイド： 76，389，500円
3連複： 136，928，000円 3連単： 181，572，800円 計： 652，345，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 130円 � 1，130円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 4，850円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 40，800円

票 数

単勝票数 計 494057 的中 � 113771（2番人気）
複勝票数 計 592991 的中 � 94593（3番人気）� 167383（1番人気）� 8180（12番人気）
枠連票数 計 161690 的中 （7－8） 36470（1番人気）
馬連票数 計 916366 的中 �� 184382（1番人気）
馬単票数 計 409451 的中 �� 31031（3番人気）
ワイド票数 計 763895 的中 �� 122584（1番人気）�� 3416（41番人気）�� 6517（27番人気）
3連複票数 計1369280 的中 ��� 10870（26番人気）
3連単票数 計1815728 的中 ��� 3226（118番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．5―12．8―12．2―12．3―12．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．7―49．5―1：01．7―1：14．0―1：26．6―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
12，11，10，4，13（5，7）－（3，8，9）＝（2，6）＝1・（12，11）（4，10）－（13，9）7－（5，8）（3，6）－2＝1

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパラディン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．25 小倉7着

2017．4．14生 牡4栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 17戦3勝 賞金 44，489，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 キクノフェリックス号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



（3新潟1）第7日 5月1日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

184，540，000円
2，950，000円
22，340，000円
1，320，000円
20，480，000円
68，074，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
396，867，700円
626，516，700円
128，340，600円
672，857，200円
310，899，300円
604，220，400円
1，041，117，000円
1，332，581，300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 5，113，400，200円

総入場人員 2，436名 （有料入場人員 1，139名）
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