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齢性
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具
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オッズ・
単勝
人気

12001 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第1競走 ��2，890�障害4歳以上オープン
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
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3：06．0良

33 ゼノヴァース 牡5鹿 60 森 一馬�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ
ファーム 462－ 23：05．5レコード 3．9�

712 マ リ オ 牡7鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 516＋123：06．56 6．5�
814 ゲインスプレマシー �6鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B482－103：06．6� 15．1�
45 キ ー パ ン チ 牡5鹿 60 田村 太雅北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468＋ 23：06．7� 110．0�
11 テイエムクロムシャ 牡6青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 494＋ 23：06．91� 13．2	
711 テリオスルイ 牡4鹿 59 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 468± 03：07．32	 12．4

22 スズカフロンティア 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 43：07．51 5．2�
69 テイエムコンドル 牡11鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466－ 8 〃 クビ 13．3�
813 サンティーニ �7栗 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 492－ 23：07．81� 18．5
58 マイネルパラディ �8芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 484＋ 83：08．43	 19．5�
610 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 490－ 83：08．5	 44．8�
57 サトノファイター 牡6栗 62 黒岩 悠 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 480－123：09．35 6．0�
34 クリエイトザライフ �6栗 60

57 ▲小牧加矢太飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 496＋ 43：10．04 34．1�
46 テンザワールド 牡8栗 60 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B442＋ 6 （競走中止） 36．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，213，400円 複勝： 24，062，900円 枠連： 9，211，700円
馬連： 33，079，100円 馬単： 13，627，600円 ワイド： 31，997，700円
3連複： 64，175，100円 3連単： 57，021，500円 計： 249，389，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 210円 � 350円 枠 連（3－7） 790円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 580円 �� 980円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 17，960円

票 数

単勝票数 計 162134 的中 � 32634（1番人気）
複勝票数 計 240629 的中 � 47427（1番人気）� 28697（4番人気）� 14718（8番人気）
枠連票数 計 92117 的中 （3－7） 9035（1番人気）
馬連票数 計 330791 的中 �� 18705（1番人気）
馬単票数 計 136276 的中 �� 3894（3番人気）
ワイド票数 計 319977 的中 �� 14671（2番人気）�� 8224（9番人気）�� 7002（11番人気）
3連複票数 計 641751 的中 ��� 10251（6番人気）
3連単票数 計 570215 的中 ��� 2301（18番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 50．8－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡5鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 障害：5戦2勝 賞金 26，250，000円
〔競走中止〕 テンザワールド号は，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

12002 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

56 サパテアール 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B512－ 21：54．8 2．5�
11 ベ ニ ッ シ モ 牡3鹿 56 丸山 元気 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 476＋ 41：55．22 3．4�
44 ア レ マ ー ナ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 468－ 41：55．73 6．5�
812 ドンシャーク 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B492＋ 2 〃 ハナ 5．0�
22 リュッカクローナ 牡3鹿 56 菱田 裕二西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458± 01：55．8� 11．6	
69 クロノスミノル 牡3青鹿 56

54 △角田 大和吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 534± 01：55．9� 41．1

710 リュウキュウカリー 牡3鹿 56 木幡 育也棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 B446－ 81：56．11� 89．6�
45 ガンガディン 牡3黒鹿56 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 462－ 81：56．52� 20．3�
813 セ リ ガ チ 牡3栗 56

53 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 454－18 〃 アタマ 479．4
711 コールドブリュー 牡3芦 56

53 ▲佐々木大輔�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468＋ 21：57．99 83．1�
33 イザベルクイーン 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム B420＋ 41：58．21� 220．7�
57 グ ル メ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 546± 01：59．58 231．9�
68 フィングルブリッジ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 482 ―1：59．6� 42．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，829，400円 複勝： 36，005，800円 枠連： 7，114，200円
馬連： 37，134，700円 馬単： 17，480，000円 ワイド： 35，271，600円
3連複： 56，089，300円 3連単： 69，736，300円 計： 284，661，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－5） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 258294 的中 � 81705（1番人気）
複勝票数 計 360058 的中 � 105755（1番人気）� 62135（2番人気）� 46801（4番人気）
枠連票数 計 71142 的中 （1－5） 14733（1番人気）
馬連票数 計 371347 的中 �� 70222（1番人気）
馬単票数 計 174800 的中 �� 18537（1番人気）
ワイド票数 計 352716 的中 �� 59228（1番人気）�� 25792（2番人気）�� 21351（4番人気）
3連複票数 計 560893 的中 ��� 49406（1番人気）
3連単票数 計 697363 的中 ��� 18955（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．0―13．5―13．0―12．4―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．9―50．4―1：03．4―1：15．8―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サパテアール �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．6．27 東京12着

2019．5．10生 牡3青鹿 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 9戦1勝 賞金 14，080，000円
〔制裁〕 ベニッシモ号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・10番）

第１回 新潟競馬 第１日



12003 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

79 ベルウッドウズメ 牡3芦 56
55 ☆秋山 稔樹鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 502＋ 21：11．8 4．8�

22 ディーズルージュ 牝3芦 54 坂井 瑠星秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 472＋ 61：12．01� 3．9�
812 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 西村 淳也石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440＋ 2 〃 ハナ 4．4�
67 フラスティー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 422－ 61：12．21� 430．9�
68 イ ラ ー レ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428－ 61：12．62� 2．7�

710 フ エ キ 牝3栗 54 木幡 育也	和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 506－ 41：12．7� 10．9

44 エンロサディラ 牝3栗 54 斎藤 新 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 430± 01：13．65 98．4�
11 トキメキナイト 牡3青鹿 56

53 ▲土田 真翔田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 468－ 61：14．12� 28．0�
56 シゲルチータ 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか グローリーファーム 530± 01：14．63 163．1
33 マ ガ ー リ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝中辻 明氏 杉山 佳明 日高 長谷川牧場 490＋141：14．7クビ 24．6�
811 メイショウアカツキ 牡3栗 56

54 △角田 大和松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 まるとみ冨岡牧場 432± 0 〃 ハナ 206．6�
55 クローマークス 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁	辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 444 ―1：16．410 118．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，395，400円 複勝： 36，378，700円 枠連： 6，724，600円
馬連： 36，231，300円 馬単： 17，477，400円 ワイド： 33，747，700円
3連複： 55，458，700円 3連単： 73，030，400円 計： 285，444，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（2－7） 920円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 263954 的中 � 43939（4番人気）
複勝票数 計 363787 的中 � 58808（3番人気）� 58521（4番人気）� 70902（2番人気）
枠連票数 計 67246 的中 （2－7） 5605（6番人気）
馬連票数 計 362313 的中 �� 25206（5番人気）
馬単票数 計 174774 的中 �� 5758（11番人気）
ワイド票数 計 337477 的中 �� 26260（5番人気）�� 19835（6番人気）�� 33899（2番人気）
3連複票数 計 554587 的中 ��� 26336（6番人気）
3連単票数 計 730304 的中 ��� 5090（37番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．6―12．2―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．9―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドウズメ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．2．6 東京13着

2019．2．20生 牡3芦 母 コチョウサン 母母 ファインセイコー 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クローマークス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7日まで平地競走

に出走できない。

12004 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第4競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （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

77 � フォッサマグナ �6黒鹿60 伴 啓太吉田 和美氏 黒岩 陽一 米 Lofts Hall
Stud 474＋ 63：06．7 1．7�

55 ブルームラッシュ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B462－ 23：11．8大差 5．4�
22 プンタアレナス �4芦 59 蓑島 靖典吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－103：11．9� 39．4�
11 カレンロマチェンコ 牡4鹿 59 平沢 健治鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 476－ 43：12．11	 7．2�
44 ハイオソラール 牡6鹿 60 北沢 伸也名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 522＋ 23：12．31	 14．9	
78 ホウオウアクセル 牡6栗 60 高田 潤小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－103：15．8大差 6．0

66 レッドウッドヒル 牝4栗 57 石神 深一�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470－ 43：18．6大差 46．2�
33 グリュースゴット 牡4黒鹿59 白浜 雄造小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 478－ 83：19．98 19．4
89 シュッドヴァデル 牡6鹿 60 草野 太郎河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 510± 03：20．32
 154．3�
810 デルマシャンパン 牝7黒鹿58 上野 翔浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 470－14 （競走中止） 121．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，209，400円 複勝： 23，051，400円 枠連： 6，705，500円
馬連： 23，791，000円 馬単： 15，058，400円 ワイド： 21，389，100円
3連複： 43，009，800円 3連単： 71，226，900円 計： 226，441，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 560円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，170円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 10，330円

票 数

単勝票数 計 222094 的中 � 103569（1番人気）
複勝票数 計 230514 的中 � 104188（1番人気）� 31549（3番人気）� 4903（8番人気）
枠連票数 計 67055 的中 （5－7） 9465（3番人気）
馬連票数 計 237910 的中 �� 26772（2番人気）
馬単票数 計 150584 的中 �� 14464（2番人気）
ワイド票数 計 213891 的中 �� 23012（2番人気）�� 4334（13番人気）�� 2815（22番人気）
3連複票数 計 430098 的中 ��� 10573（10番人気）
3連単票数 計 712269 的中 ��� 4997（30番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 52．8－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

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 �6黒鹿 母 River Belle 母母 Dixie Favor 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 グリュースゴット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。危険防止のため外枠から発走。
〔競走中止〕 デルマシャンパン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 グリュースゴット号は，発走調教再審査。



12005 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．5
1：56．1

良
良

815 アドマイヤグリーゼ 牝3栗 54
50 ★今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 02：01．3 6．7�

35 ゲーテローズ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 ハナ 2．1�
611 ゴルトシュミーデ 牝3栗 54 西村 淳也吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430－ 22：01．51� 26．3�
816 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B438－ 42：01．71� 44．3�
36 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 436－ 42：01．91� 11．4	
11 モンサンプリーモ 牝3青 54

52 △松本 大輝山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 486＋ 62：02．32� 4．3

47 ピ カ ケ 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 386 ―2：02．51 67．1�
714 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 斎藤 新 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 480－ 22：02．6� 28．3�
24 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 54

51 ▲横山 琉人河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 426± 02：02．8� 15．5
510 オーラライト 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：03．01� 34．1�
612 フロムワンズハート 牝3栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 468－142：03．32 13．0�
713 ツ ン デ レ 牝3芦 54 荻野 琢真内田 玄祥氏 牧田 和弥 日高 ノースガーデン 510＋ 22：03．4クビ 279．6�
59 ナチュラリスト 牝3栗 54

52 △角田 大和飯田 正剛氏 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 528 ―2：04．35 166．0�
23 エンチャント 牝3黒鹿54 荻野 極中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 426＋142：06．3大差 83．0�
12 アスカセオン 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真上野 武氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 478＋122：06．61� 352．4�
48 ディリジェンス 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 418＋122：06．81� 458．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，831，700円 複勝： 46，651，300円 枠連： 11，214，800円
馬連： 45，600，700円 馬単： 21，080，400円 ワイド： 48，580，000円
3連複： 81，374，700円 3連単： 85，213，600円 計： 373，547，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 130円 � 470円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，880円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 338317 的中 � 40251（3番人気）
複勝票数 計 466513 的中 � 61232（3番人気）� 133305（1番人気）� 17226（7番人気）
枠連票数 計 112148 的中 （3－8） 18814（1番人気）
馬連票数 計 456007 的中 �� 49229（2番人気）
馬単票数 計 210804 的中 �� 9247（4番人気）
ワイド票数 計 485800 的中 �� 44193（2番人気）�� 5993（22番人気）�� 16852（7番人気）
3連複票数 計 813747 的中 ��� 17401（10番人気）
3連単票数 計 852136 的中 ��� 3472（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．4―35．5―47．8―1：00．0―1：12．3―1：24．5―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
1－3（15，10）4，12（2，5，14）8（9，6，11）（7，13，16）
1（3，10）（15，14）4，11（5，12，16）（2，9，6）－13（8，7）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤグリーゼ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．28 小倉4着

2019．4．20生 牝3栗 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 アドマイヤグリーゼ号の騎手今村聖奈は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 アスカセオン号は，4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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディリジェンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7日まで平地競走に

出走できない。

12006 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第6競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ショウナンラタン 牡3栗 56
53 ▲原 優介国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B476± 01：21．6 8．2�

612 ティーライトニング 牡3鹿 56 岩田 康誠天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 454＋ 21：21．81� 3．5�
59 ソレントフレイバー 牡3鹿 56 西村 淳也尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 482± 0 〃 クビ 4．3�
611� バーニーフォールズ 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Tom & Ger-

aldine Molan 442＋ 21：22．01� 10．1�
714 ペ ラ ラ ス 牡3鹿 56

54 △角田 大和安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 464－141：22．21� 40．4�
815 ルパルテール 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 426＋ 61：22．62 4．3	
12 アイスケイブ 牝3青鹿54 荻野 極 
シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 430－ 21：22．81� 53．8�
23 ラブシックボッサ 牡3青鹿56 武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462± 01：23．12 18．3�
510 リ ノ ア ラ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈
下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 434 ―1：23．2� 87．4
713 ウインソフィー 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 420－ 21：23．41� 12．8�
47 ハーディローズ 牝3栗 54 三浦 皇成ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 61：23．5クビ 128．7�
24 フ ラ ン セ ス 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 444＋ 2 〃 アタマ 53．5�
36 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 440 ―1：23．61 73．3�
11 フォルトゥナ 牡3青鹿56 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：24．02� 115．5�
35 アルモハバナ 牝3鹿 54 坂井 瑠星吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 466 ―1：24．95 21．0�
816 ブライトゴッデス 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 398－ 81：25．64 240．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，737，900円 複勝： 40，547，200円 枠連： 8，667，800円
馬連： 36，253，500円 馬単： 15，367，800円 ワイド： 40，694，000円
3連複： 59，617，000円 3連単： 62，407，100円 計： 290，292，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 210円 � 150円 � 150円 枠 連（4－6） 1，010円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 550円 �� 730円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 計 267379 的中 � 25872（4番人気）
複勝票数 計 405472 的中 � 41359（4番人気）� 73816（3番人気）� 75752（1番人気）
枠連票数 計 86678 的中 （4－6） 6586（4番人気）
馬連票数 計 362535 的中 �� 16809（4番人気）
馬単票数 計 153678 的中 �� 3129（13番人気）
ワイド票数 計 406940 的中 �� 18482（4番人気）�� 13493（9番人気）�� 29818（2番人気）
3連複票数 計 596170 的中 ��� 17362（4番人気）
3連単票数 計 624071 的中 ��� 2591（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．5―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．6―57．1―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 11（7，13，15）（1，4，9）（12，16）14，8（3，10）－2，6，5 4 11（7，15）（1，4，13，9）－12，14，16，8（3，10）－2，6，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンラタン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．7．10 小倉4着

2019．4．3生 牡3栗 母 シ ュ ウ ギ ン 母母 キングスミール 9戦1勝 賞金 9，660，000円
〔制裁〕 ショウナンラタン号の騎手原優介は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルモハバナ号・ブライトゴッデス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月

7日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クランプ号・ワイタ号



12007 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 プルモナリア 牝4栗 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 464＋ 41：54．8 1．9�
33 リキサンハート 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 492＋ 21：55．22� 4．4�
88 キトゥンズマーチ 牝4鹿 55

53 △角田 大和 �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 466＋ 81：55．94 6．8�

66 � メ ン フ ィ ス 牝5鹿 55
53 △松本 大輝 �ニッシンホール

ディングス 杉山 佳明 浦河 栄進牧場 480＋ 61：56．64 31．5�
44 ルミナスナイト 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：56．81 10．6	
77 � ジューンサクラ 牝4黒鹿 55

53 △小沢 大仁吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 418－ 61：56．9� 75．7

55 グッドインパクト 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム B442＋ 21：57．11� 11．7�
11 コーンフィールド 牝4黒鹿55 西村 淳也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 81：57．2� 6．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 22，459，300円 複勝： 22，770，800円 枠連： 発売なし
馬連： 28，022，800円 馬単： 16，957，200円 ワイド： 23，175，900円
3連複： 36，771，100円 3連単： 80，153，200円 計： 230，310，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 540円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 224593 的中 � 91762（1番人気）
複勝票数 計 227708 的中 � 93205（1番人気）� 38682（2番人気）� 21472（5番人気）
馬連票数 計 280228 的中 �� 58989（1番人気）
馬単票数 計 169572 的中 �� 22675（1番人気）
ワイド票数 計 231759 的中 �� 46873（1番人気）�� 20111（2番人気）�� 8575（10番人気）
3連複票数 計 367711 的中 ��� 37665（1番人気）
3連単票数 計 801532 的中 ��� 25551（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―51．3―1：04．2―1：16．5―1：29．2―1：41．5

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
・（1，8）4，5，7－3，2＝6・（1，8）4（5，7，2）3－6

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

勝馬の
紹 介

プルモナリア 
�
父 マ ク フ ィ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．30 札幌5着

2018．4．6生 牝4栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 16戦2勝 賞金 23，390，000円
〔制裁〕 ルミナスナイト号の騎手丹内祐次は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

12008 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左・外）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

68 セブンサミット 牡4青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502－ 61：46．8 6．2�
55 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：46．9� 17．6�
44 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 57

54 ▲原 優介子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 448＋ 2 〃 ハナ 5．0�
33 テ イ デ 牡4鹿 57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋ 61：47．1� 4．9�
710 ハリウッドヒルズ 牡5鹿 57 西村 淳也ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：47．2� 3．0	
56 � ザスリーサーティ 牡7青鹿 57

54 ▲横山 琉人諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：47．41� 19．0

11 ラッシュアップ 	5青鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 534－ 4 〃 ハナ 18．8�
67 � シューラヴァーグ 牝5黒鹿55 小崎 綾也�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 81：47．93 150．9�
812 ウォーターブレイク 牝6黒鹿 55

54 ☆亀田 温心山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 61：48．11 40．1

811 ウインチェレステ 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 2 〃 クビ 6．9�
79 マ ロ リ ン 牝6鹿 55 木幡 初也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 472－ 81：48．41� 228．3�
22 � クラウンゼロ 牡4鹿 57 津村 明秀�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 498－ 31：48．71� 54．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，968，100円 複勝： 34，194，400円 枠連： 6，376，300円
馬連： 38，201，000円 馬単： 15，598，000円 ワイド： 32，894，800円
3連複： 54，655，400円 3連単： 66，120，700円 計： 275，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 400円 � 180円 枠 連（5－6） 2，390円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 700円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 34，310円

票 数

単勝票数 計 269681 的中 � 34257（4番人気）
複勝票数 計 341944 的中 � 41835（4番人気）� 18408（7番人気）� 55911（2番人気）
枠連票数 計 63763 的中 （5－6） 2064（14番人気）
馬連票数 計 382010 的中 �� 7003（16番人気）
馬単票数 計 155980 的中 �� 1497（31番人気）
ワイド票数 計 328948 的中 �� 6157（16番人気）�� 12471（8番人気）�� 5667（19番人気）
3連複票数 計 546554 的中 ��� 4584（39番人気）
3連単票数 計 661207 的中 ��� 1397（126番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．5―12．6―12．0―11．2―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―48．2―1：00．8―1：12．8―1：24．0―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 5，8，11（2，3）12（10，6）7，1－4－9 4 ・（5，8）11（2，3，12）10（7，6）1，4，9

勝馬の
紹 介

セブンサミット �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．30 新潟4着

2018．1．21生 牡4青鹿 母 シンハライト 母母 シンハリーズ 8戦1勝 賞金 14，610，000円



12009 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第9競走 ��
��1，800�わ ら び 賞

発走14時15分 （ダート・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480± 01：52．5 2．7�
23 エ ル パ ソ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 454± 01：52．92� 4．6�
611 コパノニコルソン 牡3栗 56 泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 508－ 41：53．0� 3．1�
47 アーテルアストレア 牝3青鹿54 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 41：53．53 42．9�
59 チェンジザワールド 牡3栗 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 504－ 61：53．92� 24．7�
815 ロードヴァレンチ �3鹿 56 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 466－ 41：54．0クビ 22．2	
713 ミストルティン 牡3鹿 56 西村 淳也野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 448－ 81：54．1	 22．6

46 ゼ ニ ッ ト 牡3黒鹿56 荻野 極福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 502－ 21：54．31
 272．5�
610 ネッスンドルマ 牡3鹿 56 丹内 祐次藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 430－ 61：54．72� 44．1�
11 ミッキーストロング 牡3栗 56 秋山 稔樹野田みづき氏 大竹 正博 日高 白井牧場 542＋121：54．91 30．4
814 タマモバンケット 牝3芦 54 勝浦 正樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 472－ 6 〃 � 140．2�
58 ク ル ル 牡3鹿 56 横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 482－ 81：55．32 107．0�

22 シンボリックレルム 牝3黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474－ 61：56．04 243．8�
712 オ リ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 476＋ 21：56．42� 11．4�
34 サンライズロナウド 牡3黒鹿56 亀田 温心�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450－ 21：56．5� 31．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，524，900円 複勝： 44，532，300円 枠連： 11，349，300円
馬連： 53，901，600円 馬単： 21，338，100円 ワイド： 51，576，800円
3連複： 89，857，600円 3連単： 97，898，000円 計： 408，978，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（2－3） 770円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 280円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 385249 的中 � 111669（1番人気）
複勝票数 計 445323 的中 � 113758（1番人気）� 61741（3番人気）� 86117（2番人気）
枠連票数 計 113493 的中 （2－3） 11411（3番人気）
馬連票数 計 539016 的中 �� 57325（3番人気）
馬単票数 計 213381 的中 �� 12208（3番人気）
ワイド票数 計 515768 的中 �� 49718（2番人気）�� 68132（1番人気）�� 43369（3番人気）
3連複票数 計 898576 的中 ��� 115070（1番人気）
3連単票数 計 978980 的中 ��� 22324（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―35．9―48．9―1：01．8―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4F50．7―3F38．3
1
3
15－5，13（3，1，4）－（2，8，12）9－11，6（7，10）14
15，5（3，13）9，4（2，1，11，12）（7，8）（10，6，14）

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

勝馬の
紹 介

メイショウユズルハ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．9．18 中京10着

2019．5．6生 牡3鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 8戦2勝 賞金 27，548，000円
〔制裁〕 ミストルティン号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番）

12010 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

だ い に ち だ け

大 日 岳 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

710 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿57 斎藤 新平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 510－ 21：08．9 2．4�
45 サイヤダンサー 牡5鹿 57 三浦 皇成西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 476＋ 6 〃 クビ 32．0�
69 ショウナンラスボス 牡4栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 21：09．1� 7．8�
11 メイショウエニシア 牝4青鹿55 荻野 極松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 446＋ 2 〃 アタマ 9．7�
57 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 466－10 〃 クビ 4．8�
44 	 ジュストコル 牡4鹿 57 西村 淳也吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B504－141：09．31
 11．6	
813 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 津村 明秀吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B464－10 〃 アタマ 31．3

56 ク ム シ ラ コ 牡4栗 57 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 464－ 61：09．4� 51．0�
33 ニューアリオン 牡4鹿 57 菱田 裕二フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 478± 01：09．5クビ 19．1
812� スズノフブキ 8鹿 57 丹内 祐次小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B482－ 6 〃 ハナ 249．4�
22 インフィナイト 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋101：09．6� 11．1�
68 � タイクーンバゴ 牡5青鹿57 松本 大輝�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 496＋ 4 〃 アタマ 65．7�
711 カーフライターク 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：09．7� 14．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，302，700円 複勝： 60，841，700円 枠連： 13，390，700円
馬連： 76，470，300円 馬単： 31，847，300円 ワイド： 71，747，300円
3連複： 119，092，100円 3連単： 139，256，600円 計： 556，948，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 530円 � 200円 枠 連（4－7） 910円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 350円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 25，530円

票 数

単勝票数 計 443027 的中 � 147562（1番人気）
複勝票数 計 608417 的中 � 191221（1番人気）� 18990（9番人気）� 72314（3番人気）
枠連票数 計 133907 的中 （4－7） 11327（3番人気）
馬連票数 計 764703 的中 �� 18218（9番人気）
馬単票数 計 318473 的中 �� 5681（13番人気）
ワイド票数 計 717473 的中 �� 14821（12番人気）�� 58982（2番人気）�� 6921（32番人気）
3連複票数 計1190921 的中 ��� 14333（19番人気）
3連単票数 計1392566 的中 ��� 3954（77番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．3―11．3―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．3―45．6―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 1－（2，5）9（4，6）（10，13）（8，11，12）3，7 4 1（2，5）（4，6，9）（10，13）（8，11，12）（3，7）

勝馬の
紹 介

ワ ン ス カ イ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．24 新潟1着

2017．3．24生 牡5青鹿 母 ナリタシークレット 母母 フラワースカイ 9戦3勝 賞金 58，459，000円
〔制裁〕 ワンスカイ号の騎手斎藤新は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



12011 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス（Ｌ）
発走15時25分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

67 ウインカーネリアン 牡5栗 56 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 508－ 41：33．6 3．0�
11 ベ レ ヌ ス 牡5鹿 56 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：33．81	 7．3�
55 ジ ナ ン ボ ー 牡7黒鹿58 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋12 〃 ハナ 17．0�
810 アオイクレアトール 牡5芦 56 津村 明秀新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 41：34．12 5．5�
811 スーパーフェザー 
7鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 16．4	
79 ホウオウピースフル 牝5栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 502－10 〃 アタマ 13．6

22 ルークズネスト 牡4鹿 57 菱田 裕二窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 512－ 41：34．2アタマ 4．2�
78 アルジャンナ 牡5鹿 57 坂井 瑠星吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．41� 9．0�
33 キ ョ ウ ヘ イ 牡8鹿 56 木幡 育也瀬谷 雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B444－101：34．61 109．7�
44 サクセッション 
5芦 56 荻野 極 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 クビ 20．7�
66 キングハート 牡9鹿 58 泉谷 楓真増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 510－ 21：34．7� 194．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，871，800円 複勝： 78，851，800円 枠連： 24，894，800円
馬連： 172，977，600円 馬単： 61，746，800円 ワイド： 113，695，500円
3連複： 240，999，600円 3連単： 297，116，400円 計： 1，060，154，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 220円 � 400円 枠 連（1－6） 1，310円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，040円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 21，240円

票 数

単勝票数 計 698718 的中 � 184641（1番人気）
複勝票数 計 788518 的中 � 151392（1番人気）� 91922（4番人気）� 41473（8番人気）
枠連票数 計 248948 的中 （1－6） 14620（7番人気）
馬連票数 計1729776 的中 �� 117809（3番人気）
馬単票数 計 617468 的中 �� 24704（4番人気）
ワイド票数 計1136955 的中 �� 66663（4番人気）�� 27416（13番人気）�� 15891（28番人気）
3連複票数 計2409996 的中 ��� 30302（24番人気）
3連単票数 計2971164 的中 ��� 10139（77番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．4―11．6―10．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．2―48．6―1：00．2―1：11．0―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．4
3 1，7（2，10）（3，4，5）6（8，9）11 4 1（2，7）10，3（4，5）6（8，9）11

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡5栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 16戦5勝 賞金 108，786，000円
〔発走状況〕 ウインカーネリアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

12012 5月7日 晴 良 （4新潟1） 第1日 第12競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・直線）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 トミケンルーア �6鹿 57 木幡 初也富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 480－ 6 54．8 3．0�
36 � リーゼントフラム 牡5鹿 57 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 466± 0 55．75 21．9�
714 ナリタローゼ 牝4青鹿55 長岡 禎仁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B480＋ 4 〃 アタマ 3．8�
816� リ ュ ッ カ 牝5鹿 55 津村 明秀星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 418－ 2 55．8� 4．5�
611 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 444－ 6 56．01	 10．0	
12 フィルムスコア 牝4黒鹿 55

53 △小沢 大仁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 452＋ 8 56．1
 70．6

35 � モメチョッタ 牝6黒鹿55 嶋田 純次清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454－ 8 56．31	 110．8�
815� スラーリドラーテ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 466± 0 〃 アタマ 29．2�
713 グッドステージ 牡5鹿 57

56 ☆泉谷 楓真杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 B522－ 4 56．4
 80．6
24 ジョーレイラニ 牝4鹿 55

53 △松本 大輝上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 436－ 2 56．71� 42．0�
59 ミ エ リ 牝4栗 55

53 △角田 大和 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 382＋ 2 56．91� 50．1�
23 ルドラクシャ 牝5鹿 55 斎藤 新�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 466＋10 57．11 125．9�
48 セピアノーツ 牝4芦 55

52 ▲原 優介谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 478－ 6 〃 クビ 15．4�
510 ホーキーポーキー 牝4栗 55 勝浦 正樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 448－18 〃 ハナ 13．4�
47 シンシアハート 牝4芦 55

54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 日高 高山牧場 422＋ 6 〃 ハナ 57．6�

11 � マ ッ シ リ ア �5栗 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 476－ 31：01．8大差 68．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，567，000円 複勝： 72，049，900円 枠連： 31，106，100円
馬連： 115，155，200円 馬単： 43，919，400円 ワイド： 97，696，500円
3連複： 199，635，200円 3連単： 217，164，100円 計： 838，293，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 410円 � 170円 枠 連（3－6） 2，790円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 340円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 39，580円

票 数

単勝票数 計 615670 的中 � 164011（1番人気）
複勝票数 計 720499 的中 � 165778（1番人気）� 32166（7番人気）� 118130（3番人気）
枠連票数 計 311061 的中 （3－6） 8638（10番人気）
馬連票数 計1151552 的中 �� 20672（12番人気）
馬単票数 計 439194 的中 �� 5042（21番人気）
ワイド票数 計 976965 的中 �� 16326（15番人気）�� 84671（2番人気）�� 10838（22番人気）
3連複票数 計1996352 的中 ��� 22737（16番人気）
3連単票数 計2171641 的中 ��� 3977（108番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―10．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．8―43．5

上り4F42．9－3F32．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンルーア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 中山2着

2016．5．3生 �6鹿 母 オーバーザムーン 母母 メイプルダンス 25戦2勝 賞金 51，090，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッシリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7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。
（非抽選馬） 5頭 エスジープリンセス号・エターナルピース号・ジャストザビアンカ号・セルレア号・ハクサンタマテバコ号



（4新潟1）第1日 5月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156頭 本 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

220，190，000円
22，140，000円
1，370，000円
26，170，000円
65，472，000円
5，706，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
414，911，000円
519，938，200円
136，755，800円
696，818，800円
291，498，400円
602，466，900円
1，100，735，600円
1，316，344，800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 5，079，469，500円

総入場人員 6，651名 （有料入場人員 5，854名）
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