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13061 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50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

22 ルヴァンノワール 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 430± 01：50．4 2．0�

58 グリュレーヴ 牝3芦 54
52 △泉谷 楓真飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：50．5� 13．8�

814 ブリングミージョイ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B472± 0 〃 アタマ 6．9�

611 サトノディーバ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 484＋ 41：50．71� 2．8�
47 コーヒーソフト 牝3青鹿 54

52 △秋山 稔樹保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B418± 01：51．23 14．8�
23 グッドイヤー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432± 01：51．3� 118．9	
11 ミスハイローラー 牝3鹿 54 古川 吉洋 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 488－10 〃 アタマ 34．8�
46 デモネタブンキット 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 430－201：51．51� 69．5�
815 リリーテソーロ 牝3芦 54 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか タガミファーム 446＋ 21：52．03 107．9
712 グローリアステラ 牝3栗 54 菊沢 一樹日下部勝德氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 428－ 41：52．21 108．1�
35 ウ ィ ス ク 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 404－ 8 〃 クビ 85．7�
59 スマートミニヨン 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心大川 徹氏 河内 洋 日高 本間牧場 424－ 21：52．52 50．5�
34 オサキニゴブレイ 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 高橋 修 464－ 21：53．03 251．2�
713 エバースカーレット 牝3鹿 54 �島 克駿宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 474± 01：55．3大差 94．0�
610 コスモエンデ 牝3栗 54 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 424－121：55．4� 268．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，953，900円 複勝： 34，975，000円 枠連： 7，889，700円
馬連： 40，960，800円 馬単： 22，184，300円 ワイド： 38，148，400円
3連複： 69，121，100円 3連単： 83，230，500円 計： 318，463，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 280円 � 200円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 590円 �� 340円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 219539 的中 � 87050（1番人気）
複勝票数 計 349750 的中 � 131706（1番人気）� 20664（5番人気）� 35464（3番人気）
枠連票数 計 78897 的中 （2－5） 5500（5番人気）
馬連票数 計 409608 的中 �� 24517（4番人気）
馬単票数 計 221843 的中 �� 8660（7番人気）
ワイド票数 計 381484 的中 �� 16279（6番人気）�� 31926（2番人気）�� 7998（12番人気）
3連複票数 計 691211 的中 ��� 27403（4番人気）
3連単票数 計 832305 的中 ��� 7968（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．0―48．3―1：00．5―1：12．7―1：25．0―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンノワール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．9．6 小倉6着

2018．4．3生 牝3鹿 母 ベリーフィールズ 母母 レディストロベリー 8戦1勝 賞金 12，210，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エバースカーレット号・コスモエンデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月

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〕 グローリアステラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走でき

ない。

13062 5月23日 曇 重 （3新潟2） 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
1：08．5

重
重

11 ケヴィンズクロス 牡3芦 56 菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 500＋ 41：11．7 18．4�
46 � トニーヒアロ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良トニー倶楽部 森 秀行 米 Saddle Creek
Farms Inc. 506＋ 61：12．12� 6．2�

611 ラスティネイル 牝3芦 54
53 ☆亀田 温心田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 440＋ 21：12．31� 68．1�

713 カ ズ オ 牡3栗 56 横山 和生國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 488－ 21：12．72� 1．5�
814 デンプシーロール 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト
クラブ 418± 01：12．91� 6．4�

47 ウキウキホリデー 牝3芦 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 458－121：13．0クビ 14．0

58 ラブリークイーン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B452－ 61：13．21� 86．5�
22 エリカシャンス 牝3青鹿54 �島 克駿三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B454＋141：13．52 14．9�
712 オープンセサミ 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B456＋ 41：13．71� 162．6
34 � コ ゴ メ ユ キ 牝3芦 54

52 △泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉村 圭司 米
Fred W. Hertrich
111，John D. Fielding
& Robert L. Tribbett

482＋ 41：13．91� 62．2�
815 ステイホームバブル 牡3栗 56

54 △秋山 稔樹飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 81：14．0クビ 53．6�
23 エリーゴールド 牝3芦 54

52 △山田 敬士谷川 正純氏 南田美知雄 浦河 木戸口牧場 410＋16 〃 アタマ 479．8�
610 ヤマニンバルトロ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478± 01：14．53 123．1�
59 リアルドリーム 牝3芦 54 黛 弘人坪野谷和平氏 中野 栄治 様似 堀 弘康 416± 01：15．03 495．3�
35 ニューフィー 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 422＋ 41：15．95 176．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，193，000円 複勝： 74，215，200円 枠連： 6，088，300円
馬連： 30，613，900円 馬単： 20，455，000円 ワイド： 31，754，200円
3連複： 52，783，500円 3連単： 76，474，400円 計： 311，577，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 1，210円 � 510円 � 2，350円 枠 連（1－4） 2，790円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 11，430円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 60，990円 3 連 単 ��� 429，790円

票 数

単勝票数 計 191930 的中 � 8307（6番人気）
複勝票数 計 742152 的中 � 15878（6番人気）� 41414（3番人気）� 7933（7番人気）
枠連票数 計 60883 的中 （1－4） 1690（8番人気）
馬連票数 計 306139 的中 �� 5840（10番人気）
馬単票数 計 204550 的中 �� 1717（21番人気）
ワイド票数 計 317542 的中 �� 6014（14番人気）�� 698（48番人気）�� 4004（17番人気）
3連複票数 計 527835 的中 ��� 649（92番人気）
3連単票数 計 764744 的中 ��� 129（496番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケヴィンズクロス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．17 中山11着

2018．5．21生 牡3芦 母 グレンダロッホ 母母 ラ ラ ア 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ニューフィー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ニューフィー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月23日まで出走できない。

第２回 新潟競馬 第６日



13063 5月23日 曇 重 （3新潟2） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

57 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック B464－ 41：54．9 3．8�
813 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 514＋ 61：55．43 8．1�
711 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 442＋ 4 〃 アタマ 13．6�
56 ブラックソウル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 454± 01：55．82 46．8�
68 ラブカプチーノ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 502－ 2 〃 クビ 3．1	
710 ユキヤコンコン 牝3芦 54 横山 和生椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：55．9� 7．8

44 ミ ソ ラ イ ロ 牝3鹿 54 �島 良太�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか グローリーファーム 454＋ 41：56．0� 67．3�
812 ユーベルント 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新冠 松浦牧場 420－ 81：56．21� 32．9�
11 パッドゥラパン 牝3芦 54 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452＋ 2 〃 ハナ 21．3
22 セゾンデフルール 牝3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 436＋ 2 〃 ハナ 241．1�
33 エクメディフラワー 牝3鹿 54

52 △山田 敬士橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 460＋ 41：56．83� 560．0�
45 グレイシャーパーク 牝3青鹿54 �島 克駿 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：57．11� 4．5�
69 ラニカイブルー 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 452＋142：00．8大差 186．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，691，900円 複勝： 31，219，000円 枠連： 5，077，300円
馬連： 30，549，300円 馬単： 13，449，500円 ワイド： 27，804，900円
3連複： 48，330，100円 3連単： 54，572，200円 計： 229，694，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 240円 � 280円 枠 連（5－8） 1，590円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 820円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 27，020円

票 数

単勝票数 計 186919 的中 � 39057（2番人気）
複勝票数 計 312190 的中 � 71783（1番人気）� 30718（5番人気）� 23636（6番人気）
枠連票数 計 50773 的中 （5－8） 2470（8番人気）
馬連票数 計 305493 的中 �� 10996（9番人気）
馬単票数 計 134495 的中 �� 2740（14番人気）
ワイド票数 計 278049 的中 �� 10784（6番人気）�� 8659（11番人気）�� 7094（14番人気）
3連複票数 計 483301 的中 ��� 6268（21番人気）
3連単票数 計 545722 的中 ��� 1464（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．1―51．1―1：03．5―1：15．7―1：28．6―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーホウエンジェル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．6．14 阪神5着

2018．3．7生 牝3栗 母 アドマイヤアモーレ 母母 ベラミアモーレ 12戦1勝 賞金 13，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラニカイブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地競

走に出走できない。

13064 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 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

712 ムーンレイカー 牡6鹿 60 森 一馬門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 486－103：13．8 2．2�
69 オウケンブラック 牡10鹿 60 上野 翔福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 490± 03：14．01� 9．5�
58 アナンダライト �4栗 59 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512＋ 43：16．3大差 14．8�
22 � エタニティーワルツ 牡8黒鹿60 小野寺祐太村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 500＋ 63：16．83 9．0�
610 キャノンバローズ �5鹿 60 西谷 誠猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B444－ 23：17．01� 4．8�
814� カーブドシール 牡5鹿 60 中村 将之前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 63：17．1クビ 6．7	
711 アルトリウス �7鹿 60 蓑島 靖典
G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム 468＋143：19．5大差 18．0�
45 � マイネルバッカーノ 牡5黒鹿60 高野 和馬Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498± 03：20．88 150．6�
57 � スズカユース 牝5栗 58 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 448－ 23：24．2大差 116．8
46 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡5青鹿60 鈴木 慶太河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 494＋ 83：24．83� 92．3�
813 グラスフレイバー 牡4黒鹿59 伴 啓太尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 482＋ 43：29．4大差 391．6�
11 アイスヴィスタ 牝4芦 57 植野 貴也村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478＋ 4 （競走中止） 18．5�
33 ハ ウ エ バ ー 牡7栗 60 金子 光希古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 428＋ 2 （競走中止） 37．6�
34 フジマサアクトレス 牝8鹿 58 草野 太郎藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 460± 0 （競走中止） 284．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，171，700円 複勝： 25，417，000円 枠連： 6，553，300円
馬連： 28，469，400円 馬単： 13，951，600円 ワイド： 24，683，500円
3連複： 58，970，400円 3連単： 57，379，500円 計： 235，596，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 410円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 430円 �� 690円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 12，080円

票 数

単勝票数 計 201717 的中 � 71534（1番人気）
複勝票数 計 254170 的中 � 67036（1番人気）� 29140（4番人気）� 11712（7番人気）
枠連票数 計 65533 的中 （6－7） 13015（1番人気）
馬連票数 計 284694 的中 �� 23071（2番人気）
馬単票数 計 139516 的中 �� 6535（3番人気）
ワイド票数 計 246835 的中 �� 15771（3番人気）�� 9076（8番人気）�� 4696（17番人気）
3連複票数 計 589704 的中 ��� 11728（10番人気）
3連単票数 計 573795 的中 ��� 3443（22番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンレイカー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2017．9．10 阪神2着

2015．2．20生 牡6鹿 母 シルバービート 母母 スターマレイン 障害：6戦1勝 賞金 15，090，000円
〔競走中止〕 ハウエバー号は，3号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

アイスヴィスタ号は，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。
フジマサアクトレス号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔制裁〕 クロヒョウ号の騎手鈴木慶太は，1号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：7番・9番）
〔調教再審査〕 フジマサアクトレス号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 クロヒョウ号は，1号障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。



13065 5月23日 曇 重 （3新潟2） 第6日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時00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

611 コスモノアゼット 牡3鹿 56 �島 克駿 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 61：53．1 2．2�
46 アポロミラクル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 21：53．31� 7．6�
814 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 498－101：54．04 6．1�
712 ヴィスコンティ �3鹿 56

54 ◇藤田菜七子加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 470± 01：54．42� 4．5�
815 カシノシンセイ 牡3鹿 56 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 登別 青藍牧場 478－ 81：54．5クビ 77．8	
58 メイショウカークス 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 408－ 81：54．71� 14．6

35 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 490± 01：55．12� 53．9�
47 パープルレイン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム 510－ 41：56．05 420．4�
22 フラワーリスペクト 牝3栗 54

50 ★永島まなみ花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416－ 41：56．1� 112．6

610 クリスタルローレル 牡3鹿 56
54 △秋山 稔樹岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 498－ 21：56．2クビ 69．6�

713 テイエムジャガー �3青 56 坂井 瑠星竹園 正繼氏 四位 洋文 新冠 タニグチ牧場 496＋ 21：56．62� 32．2�
11 ホウオウダンサー 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 530－ 41：56．81� 418．8�
34 ブレーヴソウル 牡3黒鹿56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 454＋ 81：57．22� 51．7�
23 メイショウテンオン 牡3青鹿 56

54 △泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 554 ―1：57．73 10．4�
（メイショウマルゴト）

59 ウエスタンスパーダ 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 凌大西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 496－ 61：57．8アタマ 57．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，909，400円 複勝： 39，496，800円 枠連： 7，415，500円
馬連： 39，639，700円 馬単： 18，883，500円 ワイド： 42，585，300円
3連複： 70，379，300円 3連単： 74，968，400円 計： 320，277，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 180円 � 170円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 269094 的中 � 95981（1番人気）
複勝票数 計 394968 的中 � 117828（1番人気）� 45742（4番人気）� 48917（3番人気）
枠連票数 計 74155 的中 （4－6） 7597（3番人気）
馬連票数 計 396397 的中 �� 37208（3番人気）
馬単票数 計 188835 的中 �� 11036（4番人気）
ワイド票数 計 425853 的中 �� 31194（3番人気）�� 36736（2番人気）�� 13882（8番人気）
3連複票数 計 703793 的中 ��� 29852（3番人気）
3連単票数 計 749684 的中 ��� 8727（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．8―11．9―12．4―13．0―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．3―49．1―1：01．0―1：13．4―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4F52．1―3F39．7
1
3
14（10，11，13）6（5，12）9－（7，8）2，15，1（4，3）・（14，11）（6，10）5（12，13）7（15，8）3＝2，1，9＝4

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

勝馬の
紹 介

コスモノアゼット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．12．26 中山2着

2018．3．6生 牡3鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 7戦1勝 賞金 15，270，000円

13066 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 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

714 タイセイコマンド 牡3鹿 56
55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B474± 02：19．4 4．6�

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± 0 〃 アタマ 3．0�

24 マテンロウスタイル 牡3黒鹿56 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 502± 02：19．82� 12．0�
59 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 江田 照男小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 〃 ハナ 9．9�
815 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 524－ 62：19．9アタマ 5．2�
612 マイネルリリーフ 牡3芦 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 2 〃 クビ 77．0	
47 スパークフューチャ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 6 〃 ハナ 380．4

816 フィジータイム 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 482－ 82：20．64 186．9�
611 ロイヤルアッシュ 牡3青鹿56 菱田 裕二大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 478± 02：21．13 38．9
48 ラ リ ッ ク 牡3栗 56 荻野 極吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B434± 02：21．2� 19．6�
713 ウインマイソウル 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 412－ 8 〃 ハナ 109．7�
510 ネフュージュニア 牡3芦 56 菊沢 一樹大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 510－ 42：21．41� 11．6�
11 ライムワード �3鹿 56 小崎 綾也水上ふじ子氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 516＋ 22：22．03� 312．5�
36 ビオグラフィア 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―2：22．53 9．5�
23 ミッキーファンド 牡3鹿 56

54 △秋山 稔樹野田みづき氏 池江 泰寿 安平 追分ファーム 460 ―2：22．6� 33．2�
（15頭）

12 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，876，900円 複勝： 37，398，600円 枠連： 7，348，200円
馬連： 32，091，700円 馬単： 13，848，500円 ワイド： 33，046，000円
3連複： 50，594，100円 3連単： 52，940，500円 計： 249，144，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 300円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 260円 �� 880円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 9，770円

票 数

単勝票数 差引計 218769（返還計 5483） 的中 � 37894（2番人気）
複勝票数 差引計 373986（返還計 14181） 的中 � 63568（2番人気）� 81801（1番人気）� 24223（6番人気）
枠連票数 差引計 73482（返還計 28） 的中 （3－7） 10488（1番人気）
馬連票数 差引計 320917（返還計 18122） 的中 �� 38667（1番人気）
馬単票数 差引計 138485（返還計 7501） 的中 �� 6271（3番人気）
ワイド票数 差引計 330460（返還計 27409） 的中 �� 36935（1番人気）�� 8629（12番人気）�� 15646（5番人気）
3連複票数 差引計 505941（返還計 65201） 的中 ��� 17428（4番人気）
3連単票数 差引計 529405（返還計 62523） 的中 ��� 3925（13番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―12．6―13．4―13．5―12．6―12．5―12．1―12．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―25．0―37．6―51．0―1：04．5―1：17．1―1：29．6―1：41．7―1：53．8―2：06．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイコマンド �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．6．28 東京8着

2018．2．22生 牡3鹿 母 ブルーブルチャンネ 母母 タガノニューソング 14戦1勝 賞金 15，420，000円
〔競走除外〕 コスモオニアシゲ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 ウインマイソウル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走でき

ない。



13067 5月23日 曇 重 （3新潟2） 第6日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時00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

611 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 506＋ 41：11．0 2．9�

11 エアダンルース 牡4栗 57 �島 克駿 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 526＋ 41：11．63� 33．3�
58 クイーンズテイスト 牝5黒鹿 55

53 △秋山 稔樹 �社台レースホース辻 哲英 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 40．9�
712 テイエムメロディー 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 490± 01：11．7� 10．6�
610 チアフルローズ 牝5青鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 41：11．8� 49．1	
34 � 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± 0 〃 ハナ 9．3

713� エ ナ ホ ー プ 牝7黒鹿55 坂井 瑠星宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500－ 2 〃 クビ 96．5�
59 バウンティハンター 牡4黒鹿57 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494＋ 8 〃 ハナ 33．2�
23 ミッキーチャイルド 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム B498－ 61：11．9� 9．5
22 ウ ー ゴ 牡4鹿 57 �島 良太�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504＋ 61：12．11 4．8�
46 セイラブミー 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 466＋ 61：12．2� 447．5�
47 � シロイスズメ 牡4芦 57 丹内 祐次藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー

ムズ株式会社 514＋141：12．3� 42．3�
814� ランランウイング 牝5黒鹿 55

51 ★永島まなみ�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B466＋ 4 〃 アタマ 4．6�
815� グッドストーム 牡4青鹿 57

55 △泉谷 楓真トニー倶楽部 森 秀行 新冠 小泉牧場 488－171：12．72� 43．7�
35 ネバーランド 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 432＋ 41：13．23 36．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，770，000円 複勝： 44，853，000円 枠連： 8，402，100円
馬連： 47，195，800円 馬単： 19，765，900円 ワイド： 49，432，800円
3連複： 88，912，400円 3連単： 81，958，800円 計： 371，290，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 780円 � 690円 枠 連（1－6） 5，880円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 2，420円 �� 12，430円

3 連 複 ��� 66，480円 3 連 単 ��� 212，210円

票 数

単勝票数 計 307700 的中 � 82233（1番人気）
複勝票数 計 448530 的中 � 91095（1番人気）� 12425（11番人気）� 14446（7番人気）
枠連票数 計 84021 的中 （1－6） 1107（18番人気）
馬連票数 計 471958 的中 �� 6433（17番人気）
馬単票数 計 197659 的中 �� 1597（29番人気）
ワイド票数 計 494328 的中 �� 6012（20番人気）�� 5314（22番人気）�� 1008（75番人気）
3連複票数 計 889124 的中 ��� 1003（160番人気）
3連単票数 計 819588 的中 ��� 280（672番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノクヒオ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．12．7 中山12着

2017．5．10生 牡4栗 母 ラプリマステラ 母母 ラ プ ー マ 14戦2勝 賞金 23，500，000円

13068 5月23日 曇 重 （3新潟2） 第6日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30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

813 コ ス モ オ リ 牡4栗 57
55 △秋山 稔樹 �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 B458＋ 21：52．3 2．7�

712 クリアショット 牡4芦 57 坂井 瑠星今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 498－ 21：52．4� 3．3�
46 レッドラトゥール �4鹿 57

56 ☆菅原 明良 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B480－ 61：52．93 7．2�
45 エルセンブルグ 牡4芦 57 津村 明秀 �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 540＋201：53．22 17．4�
610� ウインググランダー 牡5鹿 57 森 裕太朗池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 526＋ 4 〃 アタマ 212．8	
58 � ココリジャスミン 牝5栗 55 菊沢 一樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 488＋ 61：53．41 150．6

34 � ラヴィッスマン 牡5鹿 57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 辻 牧場 540＋ 61：53．5	 30．1�
57 サトノスライヴ 牡4黒鹿 57

55 △泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 41：53．6アタマ 16．1�
22 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 462－ 41：53．81� 11．7
814 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 江田 照男瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 488－ 41：54．11� 57．9�
711 ナリノクリスティー 牝4青鹿55 横山 和生成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 454－ 21：54．31� 7．7�
69 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 21：55．15 84．5�
11 � ノーブルテラ 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 484－ 41：55．52� 61．4�
33 シ ャ ル ド ネ 牝4鹿 55 
島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 452＋101：59．0大差 34．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，501，100円 複勝： 35，319，700円 枠連： 7，607，600円
馬連： 40，099，600円 馬単： 17，157，600円 ワイド： 40，045，000円
3連複： 63，234，000円 3連単： 69，625，700円 計： 299，590，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，970円

票 数

単勝票数 計 265011 的中 � 77117（1番人気）
複勝票数 計 353197 的中 � 79319（1番人気）� 62935（2番人気）� 49163（3番人気）
枠連票数 計 76076 的中 （7－8） 14927（1番人気）
馬連票数 計 400996 的中 �� 56911（1番人気）
馬単票数 計 171576 的中 �� 13204（1番人気）
ワイド票数 計 400450 的中 �� 53973（1番人気）�� 23662（3番人気）�� 18082（7番人気）
3連複票数 計 632340 的中 ��� 36567（2番人気）
3連単票数 計 696257 的中 ��� 8452（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．3―12．8―11．9―12．1―12．9―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．2―49．0―1：00．9―1：13．0―1：25．9―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ス モ オ リ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．2．16 東京3着

2017．2．28生 牡4栗 母 スウィートレイラニ 母母 ウィキウィキ 17戦2勝 賞金 24，380，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アミュリオン号の騎手丹内祐次は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 シャルドネ号は，3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。



13069 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 第6日 第9競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

45 マサノアッレーグラ 牝6芦 55 江田 照男中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 518＋ 81：24．0 7．8�
813 ミスビアンカ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：24．1� 8．9�
11 ボ マ イ ェ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 542＋10 〃 クビ 4．4�
57 マーベラスアゲン 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 478± 0 〃 クビ 16．9�
33 ユールファーナ 牝4黒鹿55 荻野 極 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：24．3� 12．0	
22 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 458－ 2 〃 クビ 3．9

58 リ ャ ス ナ 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 アタマ 5．0�
712 グレンフィナン �6鹿 57

55 △秋山 稔樹�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B494＋ 21：24．61� 17．1�
46 ロイヤルヴィザージ 牝5鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B466－ 8 〃 アタマ 30．8
69 テーオーソクラテス 牡4鹿 57 川又 賢治小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B448－ 21：24．7� 42．2�
814 ディザイアソング 牝5鹿 55 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 452－ 21：24．91	 67．4�
610
 マジカルマジカル 牡4鹿 56

55 ☆亀田 温心吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates
Park Pty Ltd B482－ 61：25．0� 27．8�

34 � クラウンコジーン 牡4鹿 57 武士沢友治矢野 恭裕氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 452－161：25．1� 209．3�
711 アッタヴァンティ 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 434－14 〃 クビ 39．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，847，700円 複勝： 49，866，300円 枠連： 9，965，000円
馬連： 53，446，200円 馬単： 22，753，300円 ワイド： 52，623，300円
3連複： 90，509，000円 3連単： 97，726，500円 計： 407，737，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 270円 � 170円 枠 連（4－8） 2，760円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 580円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 56，950円

票 数

単勝票数 計 308477 的中 � 31279（4番人気）
複勝票数 計 498663 的中 � 51805（4番人気）� 44284（6番人気）� 86947（2番人気）
枠連票数 計 99650 的中 （4－8） 2792（11番人気）
馬連票数 計 534462 的中 �� 10135（15番人気）
馬単票数 計 227533 的中 �� 2117（31番人気）
ワイド票数 計 526233 的中 �� 9608（16番人気）�� 24371（5番人気）�� 10849（11番人気）
3連複票数 計 905090 的中 ��� 9346（22番人気）
3連単票数 計 977265 的中 ��� 1244（179番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―12．2―11．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．0―47．2―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（13，9）（5，2，10）（6，12）1（3，14）（7，8）－（11，4） 4 ・（13，9）（5，2，10）（1，6，12）（3，14）（7，8）－（11，4）

勝馬の
紹 介

マサノアッレーグラ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2018．2．4 東京3着

2015．5．17生 牝6芦 母 プランタンシャルム 母母 アワプランタン 22戦2勝 賞金 37，650，000円
※出走取消馬 マイネルホイッスル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

13070 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 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；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 364，000円 104，000円 52，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

712 ウィスパリンホープ 牝4鹿 55 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 41：49．1 5．8�
23 ロッソモラーレ 牡4芦 57 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B460± 0 〃 クビ 87．1�
46 ドリームインパクト 牡5鹿 57 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 500－ 41：49．31� 1．8�
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 480＋ 21：49．62 16．4�
22 マジストラル 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �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± 01：49．7� 55．8	
814 ケルンキングダム �5鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 428－ 21：49．8クビ 9．9

713 シルバーエース 牡4芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 B468± 0 〃 アタマ 16．2�
815� タイクーンバゴ 牡4青鹿57 菱田 裕二�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 01：49．9� 173．4�
610 テイエムフローラ 牝4黒鹿55 城戸 義政竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 456＋181：50．0� 22．7
11 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 442＋ 4 〃 クビ 36．8�
47 ビートザウイングス �4栗 57 泉谷 楓真 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B468± 01：50．21� 9．1�
58 フィニステール 牡4黒鹿57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 470＋ 21：50．51� 15．8�
611 ヒルノアントラ �4青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B458－101：51．03 46．5�
59 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 496＋ 61：51．74 70．6�
35 シ ャ ト ン 牝4黒鹿55 藤田菜七子佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 468＋ 21：52．02 99．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，030，800円 複勝： 52，116，700円 枠連： 12，480，900円
馬連： 68，082，300円 馬単： 31，645，700円 ワイド： 62，329，600円
3連複： 133，206，400円 3連単： 133，624，100円 計： 530，516，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 990円 � 120円 枠 連（2－7） 5，540円

馬 連 �� 29，620円 馬 単 �� 56，640円

ワ イ ド �� 7，100円 �� 320円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 167，600円

票 数

単勝票数 計 370308 的中 � 50932（2番人気）
複勝票数 計 521167 的中 � 64603（2番人気）� 8255（13番人気）� 164629（1番人気）
枠連票数 計 124809 的中 （2－7） 1744（16番人気）
馬連票数 計 680823 的中 �� 1781（56番人気）
馬単票数 計 316457 的中 �� 419（101番人気）
ワイド票数 計 623296 的中 �� 2052（56番人気）�� 57768（1番人気）�� 5563（27番人気）
3連複票数 計1332064 的中 ��� 11659（27番人気）
3連単票数 計1336241 的中 ��� 578（446番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．3―12．7―11．9―11．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．7―48．0―1：00．7―1：12．6―1：24．1―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィスパリンホープ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2019．12．21 阪神2着

2017．2．13生 牝4鹿 母 ブロームフォンテン 母母 Carotene 6戦2勝 賞金 20，764，000円



13071 5月23日 曇 稍重 （3新潟2） 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，2．5．23以降3．5．16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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

36 タマモメイトウ 牡5黒鹿53 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 496± 0 56．5 59．3�
713 ケイアイサクソニー 牡5鹿 54 坂井 瑠星 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 506－ 4 〃 アタマ 6．6�
714 ロードエース 牡6鹿 54 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 504＋ 2 56．71� 26．7�
816 アルミューテン 牝7栗 50 秋山 稔樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 498＋ 2 56．91� 17．9�
815� サンノゼテソーロ 牡5芦 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B460－ 4 〃 クビ 11．3�
35 ポートナイトサイト 牝6栗 50 小林 脩斗ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B470－ 6 57．0	 90．3	
12 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿53 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 468＋ 4 57．42 100．5�
612 カッパツハッチ 牝6鹿 54 菅原 明良
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 480－ 2 〃 クビ 4．2�
59 ライオンボス 牡6栗 58 
島 克駿
和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 538－10 57．61	 2．8
23 ファストアズエバー 牝5芦 50 藤田菜七子 �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 490＋10 57．7クビ 57．2�
611 レ ジ ェ ー ロ 牝4黒鹿54 小崎 綾也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 410± 0 57．8	 57．5�
47 � ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 498＋ 4 58．65 8．6�
510� ワンモアバイト 牝6鹿 48 永島まなみ
下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B440－ 8 〃 ハナ 21．0�
11 オルダージュ 牡5黒鹿52 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B488－ 4 59．23	 47．3�
24 タ ピ オ カ 牝4青鹿49 木幡 初也
清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 512± 0 59．94 17．3�
48 ノンライセンス 牝5黒鹿53 泉谷 楓真
桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 460＋ 81：00．11� 37．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，969，600円 複勝： 99，766，200円 枠連： 43，357，700円
馬連： 220，008，100円 馬単： 80，925，900円 ワイド： 150，253，100円
3連複： 407，898，600円 3連単： 442，898，000円 計： 1，522，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，930円 複 勝 � 1，000円 � 240円 � 820円 枠 連（3－7） 12，490円

馬 連 �� 23，280円 馬 単 �� 58，470円

ワ イ ド �� 5，710円 �� 13，630円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 148，070円 3 連 単 ��� 1，396，090円

票 数

単勝票数 計 769696 的中 � 10368（14番人気）
複勝票数 計 997662 的中 � 23375（11番人気）� 130583（3番人気）� 29076（9番人気）
枠連票数 計 433577 的中 （3－7） 2689（30番人気）
馬連票数 計2200081 的中 �� 7323（60番人気）
馬単票数 計 809259 的中 �� 1038（136番人気）
ワイド票数 計1502531 的中 �� 6775（60番人気）�� 2819（91番人気）�� 13817（31番人気）
3連複票数 計4078986 的中 ��� 2066（298番人気）
3連単票数 計4428980 的中 ��� 230（2022番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．2―44．5

上り4F44．5－3F34．2
勝馬の
紹 介

タマモメイトウ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．8．12 小倉2着

2016．3．25生 牡5黒鹿 母 チャームアンサー 母母 アンサーミー 29戦5勝 賞金 81，724，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タピオカ号・ノンライセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日ま

で平地競走に出走できない。

13072 5月23日 曇 重 （3新潟2） 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；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

23 � パーティナシティ 牡5鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 高橋 義忠 英
Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

502± 01：10．4 4．2�

610� 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. 502－ 41：10．5� 1．8�

（法942）

59 スナークダヴィンチ 牡4鹿 57 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 488＋ 41：10．6� 16．1�
11 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 坂井 瑠星�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 482－ 6 〃 アタマ 21．7�
35 エスシーミホーク 牡4鹿 57 �島 克駿工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 486＋ 41：10．81	 12．4�
22 オ カ リ ナ 牡4栗 57 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 536－ 41：11．01� 6．7	
34 ロゼキルシュ 牝4栗 55 亀田 温心�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 492＋ 4 〃 ハナ 54．4

712
 エスケーアタランタ 牝5黒鹿55 川又 賢治菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 464－ 61：11．31� 37．1�
814 トライハード 牝4黒鹿55 �島 良太長谷川光司氏 小林 真也 新冠 川上 悦夫 490＋241：11．4� 85．9�
815 シャイニールミナス 牝4鹿 55 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 B470± 01：11．5クビ 42．1
611 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 492＋ 81：11．6� 58．7�
47 ケイアイピハ 牡4栗 57 菱田 裕二 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 444－ 21：12．13 83．4�
46 セクシーフェイス 牝4黒鹿55 秋山 稔樹 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 430－121：12．2クビ 134．5�
713 サニーストーム 牝5青鹿55 丹内 祐次陳 立文氏 尾形 和幸 新ひだか 土田農場 460＋ 41：13．15 180．9�
58 マリスドランジュ 牝4黒鹿55 泉谷 楓真�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 446± 01：13．52� 122．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，741，100円 複勝： 70，326，000円 枠連： 22，950，000円
馬連： 104，167，200円 馬単： 46，843，000円 ワイド： 87，833，800円
3連複： 171，334，600円 3連単： 226，718，000円 計： 796，913，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 270円 枠 連（2－6） 250円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，170円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 667411 的中 � 125945（2番人気）
複勝票数 計 703260 的中 � 122696（2番人気）� 233079（1番人気）� 41978（5番人気）
枠連票数 計 229500 的中 （2－6） 70066（1番人気）
馬連票数 計1041672 的中 �� 213996（1番人気）
馬単票数 計 468430 的中 �� 34492（3番人気）
ワイド票数 計 878338 的中 �� 154214（1番人気）�� 15832（13番人気）�� 37046（5番人気）
3連複票数 計1713346 的中 ��� 53362（6番人気）
3連単票数 計2267180 的中 ��� 13142（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーティナシティ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Tobougg デビュー 2019．8．3 小倉5着

2016．1．31生 牡5鹿 母 Kerry’s Dream 母母 Jetbeeah 13戦3勝 賞金 45，164，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 マリスドランジュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 マリスドランジュ号の騎手泉谷楓真は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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） 1頭 ラヴノット号
（非抽選馬） 4頭 クリノカサット号・ジゲン号・タイミングナウ号・タケルラスティ号

３レース目



（3新潟2）第6日 5月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 176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
18，790，000円
1，520，000円
23，210，000円
70，974，500円
5，666，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
397，657，100円
594，969，500円
145，135，600円
735，324，000円
321，863，800円
640，539，900円
1，305，273，500円
1，452，116，600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 5，592，880，000円

総入場人員 1，573名 （有料入場人員 1，472名）



令和3年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，005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

1，252，850，000円
15，010，000円
122，140，000円
8，390，000円
142，370，000円
414，140，750円
34，011，500円
9，648，000円

勝馬投票券売得金
2，345，735，100円
3，320，667，000円
795，998，000円
4，315，614，200円
1，867，152，400円
3，668，243，700円
7，197，321，700円
8，601，849，400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 32，112，581，500円

総入場延人員 11，672名 （有料入場延人員 7，237名）
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