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12013 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第1競走 ��1，200�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 5，200，000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

59 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 414－ 61：12．4 4．9�
58 オースミメッシーナ 牝3栗 54 丸山 元気�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 444－ 41：12．82� 6．4�
46 ペイシャクィンビー 牝3鹿 54 木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 448＋141：13．22� 33．6�
610 サリーギャップ 牝3鹿 54 丹内 祐次�梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 B468－ 4 〃 ハナ 257．2�
47 ハローメリールー 牝3栗 54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B452－201：13．41� 2．6	
34 ジョーリベリカ 牡3栗 56 西村 淳也上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 448－ 4 〃 ハナ 44．0

35 アフォガート 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 466－ 21：13．5� 134．8�

713 コパノランサー 牡3栗 56 武藤 雅小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 508－ 41：13．6クビ 232．0�
11 ダレモトメラレナイ 牝3鹿 54 三浦 皇成�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 468＋ 61：13．7� 5．3
815 アスカノツバサ 牡3鹿 56 富田 暁豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B476＋ 21：13．91 139．8�
23 ブルーノート 牡3栗 56 川須 栄彦薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 482－ 4 〃 ハナ 6．7�
611 キュートハイカー 牝3青鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 406＋ 81：14．0� 20．4�
814 フォースチルドレン 牡3鹿 56 宮崎 北斗井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 472－ 81：14．21� 234．5�
712 ビレッジシングル 牡3鹿 56 勝浦 正樹村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 454± 01：14．83� 373．1�
22 アビークワイア 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：15．33 22．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，291，200円 複勝： 61，250，500円 枠連： 10，745，500円
馬連： 55，920，800円 馬単： 25，864，700円 ワイド： 55，548，000円
3連複： 91，623，900円 3連単： 100，377，700円 計： 439，622，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 270円 � 910円 枠 連（5－5） 1，440円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，950円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 50，850円

票 数

単勝票数 計 382912 的中 � 62243（2番人気）
複勝票数 計 612505 的中 � 82911（3番人気）� 61004（5番人気）� 14484（9番人気）
枠連票数 計 107455 的中 （5－5） 5758（7番人気）
馬連票数 計 559208 的中 �� 26763（6番人気）
馬単票数 計 258647 的中 �� 7122（12番人気）
ワイド票数 計 555480 的中 �� 29572（6番人気）�� 7058（23番人気）�� 4741（29番人気）
3連複票数 計 916239 的中 ��� 6128（40番人気）
3連単票数 計1003777 的中 ��� 1431（171番人気）

ハロンタイム 11．7―11．2―12．2―12．7―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．9―35．1―47．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ッ シ ョ ウ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2021．6．26 阪神9着

2019．2．12生 牝3鹿 母 ルージュノアール 母母 フェアリーブレス 9戦1勝 賞金 12，130，000円
〔3走成績による出走制限〕 アスカノツバサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走できな

い。

12014 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15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
1：07．5
1：06．0

良
良

510 グランプレジール 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：09．8 5．7�
816 ダイヤモンドフジ 牡3鹿 56 富田 暁 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450－101：10．11� 9．7�
713 ホワイトレッグス 牡3栗 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 432＋ 41：10．52 26．7�
24 インペリアス 牝3鹿 54 松山 弘平杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 440± 0 〃 クビ 3．3�
611 ナムラキャッツ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 406－ 8 〃 ハナ 54．2	
11 ナ ザ レ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 41：10．6クビ 6．9

48 エスティメート 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 452± 01：10．7� 45．4�
815 トーアレインボー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 486－ 21：10．8� 10．6�
612 フウゲツムヘン 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 430＋ 61：11．01� 22．8
59 メリヴェイユ 牝3鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－141：11．1� 5．1�
12 ア ジ ュ ー ル 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 448＋121：11．41� 10．8�

714 カシノプルタオルネ 牝3鹿 54
52 △角田 大和柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 柏木 務 406＋ 81：11．5� 86．5�

47 ラガッツァアレグラ 牝3黒鹿54 木幡 育也島井新一郎氏 田中 剛 新冠 佐藤牧場 422－ 81：11．6� 432．8�
36 クリノリュウグウ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 430－ 21：11．7クビ 502．3�
23 ムーンムーンムーン 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔木部 厳生氏 堀内 岳志 日高 木部ファーム 452＋20 〃 アタマ 124．6�
35 アクアビート 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁大田 恭充氏 辻 哲英 青森 荒谷牧場 418－ 41：11．91� 440．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，002，000円 複勝： 36，244，900円 枠連： 10，256，600円
馬連： 43，712，100円 馬単： 17，869，800円 ワイド： 41，515，900円
3連複： 70，432，800円 3連単： 66，489，300円 計： 313，523，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 320円 � 420円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，340円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 14，940円 3 連 単 ��� 66，670円

票 数

単勝票数 計 270020 的中 � 37635（3番人気）
複勝票数 計 362449 的中 � 41538（3番人気）� 29304（5番人気）� 20763（8番人気）
枠連票数 計 102566 的中 （5－8） 7682（4番人気）
馬連票数 計 437121 的中 �� 11168（13番人気）
馬単票数 計 178698 的中 �� 2882（17番人気）
ワイド票数 計 415159 的中 �� 10318（12番人気）�� 4496（30番人気）�� 5094（27番人気）
3連複票数 計 704328 的中 ��� 3534（59番人気）
3連単票数 計 664893 的中 ��� 723（261番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．8―11．8―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．3―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプレジール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．10 東京8着

2019．3．11生 牡3栗 母 バウンスシャッセ 母母 リッチダンサー 4戦1勝 賞金 5，980，000円
〔制裁〕 ムーンムーンムーン号の騎手佐々木大輔は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・4番・14番・11

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アラッキーフェイス号・オウケンミッキー号・ベルシャンテ号
（非抽選馬） 1頭 ブラザリーラヴ号

第１回 新潟競馬 第２日



12015 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45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

711 クリノレジェンド 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508＋ 61：54．8 3．3�
57 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 岩田 康誠前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 502＋ 41：55．0� 2．5�
68 ブレイクザアイス 牡3芦 56 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 460＋101：55．21� 6．4�
44 シャンパンドバイ 牡3鹿 56 富田 暁福盛 訓之氏 高橋 義忠 浦河 丸村村下

ファーム 486－ 41：55．52 12．6�
22 グレイトショーマン 牡3鹿 56

54 △松本 大輝岡 浩二氏 新谷 功一 様似 様似堀牧場 524＋ 21：56．35 4．2�
69 ブレディバンチ 牝3芦 54 丹内 祐次諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 444－ 61：56．62 17．2�
11 ラインオンザトップ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 446＋ 21：56．7� 265．7	
45 ヤマニンドールアイ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 456－ 21：56．8� 141．4

813 マイネルシデン 牡3鹿 56 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 81：57．97 89．3�
56 キタノダロマ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 458＋ 21：58．43 149．3
812 プロキシーファイト 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 秋田牧場 462－ 6 〃 クビ 227．9�
710 サ ノ バ レ ー 牝3栗 54

51 ▲原 優介佐野 信幸氏 中野 栄治 青森 石田 英機 444－101：59．14 162．8�
33 トウショウブレイド 牡3青 56

53 ▲土田 真翔トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 61：59．2クビ 463．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，442，800円 複勝： 32，273，600円 枠連： 8，543，700円
馬連： 39，699，700円 馬単： 19，090，400円 ワイド： 35，427，600円
3連複： 58，607，400円 3連単： 75，166，400円 計： 295，251，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 210円 �� 340円 �� 280円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 264428 的中 � 62428（2番人気）
複勝票数 計 322736 的中 � 67684（2番人気）� 87021（1番人気）� 39534（4番人気）
枠連票数 計 85437 的中 （5－7） 13722（1番人気）
馬連票数 計 396997 的中 �� 58054（1番人気）
馬単票数 計 190904 的中 �� 13671（1番人気）
ワイド票数 計 354276 的中 �� 46773（1番人気）�� 24111（5番人気）�� 31729（3番人気）
3連複票数 計 586074 的中 ��� 67522（2番人気）
3連単票数 計 751664 的中 ��� 21053（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―13．2―12．4―12．2―13．0―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．6―50．8―1：03．2―1：15．4―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノレジェンド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．14 小倉16着

2019．3．11生 牡3黒鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 9戦1勝 賞金 8，600，000円

12016 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第4競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時15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3：05．5良

67 ローレリスト 牡5鹿 60 石神 深一多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468－ 23：10．4 3．0�
33 エカテリンブルク 牡5青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 508± 03：10．72 13．1�
79 ナ ギ サ 牝4鹿 57 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 492＋ 63：11．12� 11．9�
810 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋243：11．31� 18．6�
78 � ハバチューバー 牡5栗 60 上野 翔細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 516＋ 43：12．68 127．4�
44 グランドビクトリー 牡6栗 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 498＋ 8 〃 ハナ 2．7�
55 フ ル ネ ー ズ 牡4鹿 59 草野 太郎	G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 518± 03：12．81 31．9

811 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋103：12．9� 14．3�
22 � オノーレペスカ 牝6青 58 大庭 和弥三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B446＋ 83：13．0クビ 47．4�
66 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿59 白浜 雄造 社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 63：13．1� 14．8�
11 シゲルソウサイ 牡4鹿 59 平沢 健治森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 482－ 63：13．31� 6．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，946，900円 複勝： 24，395，700円 枠連： 6，745，900円
馬連： 31，405，400円 馬単： 16，488，900円 ワイド： 26，881，500円
3連複： 56，563，300円 3連単： 72，280，100円 計： 255，707，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 310円 � 300円 枠 連（3－6） 1，490円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 660円 �� 830円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 209469 的中 � 55026（2番人気）
複勝票数 計 243957 的中 � 44764（2番人気）� 18640（5番人気）� 18761（4番人気）
枠連票数 計 67459 的中 （3－6） 3489（7番人気）
馬連票数 計 314054 的中 �� 13536（6番人気）
馬単票数 計 164889 的中 �� 4094（10番人気）
ワイド票数 計 268815 的中 �� 10916（5番人気）�� 8407（10番人気）�� 3345（24番人気）
3連複票数 計 565633 的中 ��� 6079（24番人気）
3連単票数 計 722801 的中 ��� 1690（104番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．6－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローレリスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dansili デビュー 2019．9．14 中山1着

2017．3．8生 牡5鹿 母 スプリングシーズンⅡ 母母 Midsummer 障害：4戦1勝 賞金 10，690，000円



12017 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時05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
1：59．5
1：56．1

良
良

814 バ ラ ジ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 502± 02：01．7 3．4�
58 メイショウブレゲ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468＋142：02．33� 6．2�
59 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 480＋ 42：02．93� 85．5�
713 カ イ ザ ー 牡3青鹿56 菱田 裕二近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 492－ 82：03．0� 7．3�
34 � リタリエイション 牡3栗 56 津村 明秀 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 The Honorina

Partnership 468± 0 〃 クビ 6．3�
611 マイネルイージス 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 42：03．32 20．8	
712 ウィズザタイムズ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 448－ 22：03．4� 91．7

23 � トプカプパレス 牝3鹿 54 富田 暁ゴドルフィン 田中 博康 英 Godolphin 456＋ 2 〃 アタマ 27．8�
11 タイキフリード 牡3黒鹿 56

54 △角田 大和�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454± 02：03．82 74．0

22 スマートウェリナ 牡3芦 56 岩田 康誠大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 500＋ 22：04．01� 3．6�

47 リンギングフォン 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈犬塚悠治郎氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 450＋ 82：04．1� 81．8�

815 ウィズアウトリーチ 牡3鹿 56 杉原 誠人吉田 千津氏 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 480＋182：04．2クビ 177．5�
610 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B526± 02：04．94 27．3�
35 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 B426＋ 42：05．11� 22．6�
46 ハイエストコード 牡3黒鹿56 川又 賢治�G1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 472＋102：05．2� 74．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，829，000円 複勝： 37，459，600円 枠連： 9，795，600円
馬連： 43，482，500円 馬単： 18，335，200円 ワイド： 44，441，200円
3連複： 69，921，000円 3連単： 68，564，500円 計： 317，828，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 200円 � 940円 枠 連（5－8） 1，100円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，950円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 15，070円 3 連 単 ��� 40，080円

票 数

単勝票数 計 258290 的中 � 59386（1番人気）
複勝票数 計 374596 的中 � 76153（2番人気）� 52621（3番人気）� 7384（10番人気）
枠連票数 計 97956 的中 （5－8） 6868（5番人気）
馬連票数 計 434825 的中 �� 29900（3番人気）
馬単票数 計 183352 的中 �� 7214（3番人気）
ワイド票数 計 444412 的中 �� 25282（3番人気）�� 3703（30番人気）�� 2740（35番人気）
3連複票数 計 699210 的中 ��� 3479（47番人気）
3連単票数 計 685645 的中 ��� 1240（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．6―47．5―59．4―1：11．4―1：24．1―1：36．4―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ラ ジ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2021．10．17 東京4着

2019．4．10生 牡3鹿 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー 6戦1勝 賞金 9，160，000円
〔その他〕 スマートウェリナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スマートウェリナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月8日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ハイエストコード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走できな

い。

12018 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

67 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 506－ 21：52．5 9．3�

11 ハイラブハンター 牡4鹿 57
55 △松本 大輝服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 486－ 21：53．35 3．4�

44 ダノンハイファイブ 牡4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 474－ 6 〃 クビ 25．5�
710 イシュタルゲート 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 522－ 21：53．4� 31．5�
56 サクセスエース 牡4栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B496± 01：54．03� 7．7�
812 コパノピッチング 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 492－ 81：54．63� 98．2	
55 サクララージャン 牡6青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 498± 01：54．81� 33．3

79 リ ヴ ェ ッ ト 牡4鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 488＋ 21：55．11� 3．2�
68 � ラ リ ッ ク 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム B442± 01：57．4大差 18．6
22 � ライトオブワールド 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 440－ 41：59．6大差 136．6�
33 � ダイシンビルギニス 牡4黒鹿57 嶋田 純次大八木秀子氏 戸田 博文 新ひだか 飛野牧場 510＋ 2 （競走中止） 223．8�
811 レイクリエイター 牡4芦 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 472－ 2 （競走中止） 4．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，513，900円 複勝： 33，838，300円 枠連： 8，460，500円
馬連： 36，872，700円 馬単： 17，270，300円 ワイド： 37，234，600円
3連複： 56，865，900円 3連単： 67，734，600円 計： 286，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 330円 � 170円 � 490円 枠 連（1－6） 1，640円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，620円 �� 830円

3 連 複 ��� 13，500円 3 連 単 ��� 72，960円

票 数

単勝票数 計 285139 的中 � 24362（5番人気）
複勝票数 計 338383 的中 � 24603（5番人気）� 66252（2番人気）� 15055（8番人気）
枠連票数 計 84605 的中 （1－6） 3981（9番人気）
馬連票数 計 368727 的中 �� 9355（10番人気）
馬単票数 計 172703 的中 �� 1914（28番人気）
ワイド票数 計 372346 的中 �� 9343（11番人気）�� 2540（35番人気）�� 11931（8番人気）
3連複票数 計 568659 的中 ��� 3157（47番人気）
3連単票数 計 677346 的中 ��� 673（235番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．4―12．6―12．4―12．5―13．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―49．2―1：01．6―1：14．1―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

2
4

・（2，5）－（6，7）－4－3，8（1，9）10，12・（7，4）－（5，6，9）（1，10）－12，8－2＝3
勝馬の
紹 介

マイネルクロンヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．12．15 中山6着

2017．3．4生 牡5鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 22戦2勝 賞金 19，532，000円
〔競走中止〕 レイクリエイター号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ダイシンビルギニス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトオブワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月8日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ダイシンビルギニス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月8日まで出走できない。



12019 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・左）

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
2：10．8
2：09．5

良
良

812 タイミングハート 牡5黒鹿57 菱田 裕二�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：14．0 5．7�
11 シングマイハート 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464＋122：14．21� 20．5�
44 � スカイテラス 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 琉人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B492＋ 82：14．41 13．8�
56 シエラネバダ �7芦 57

55 △角田 大和金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－122：14．61� 30．5�

33 ミッキーセレスタ 牡4黒鹿57 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 532＋ 22：14．81	 4．4	
67 テーオーソロス 牡4青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 462－102：15．11	 3．8

22 ザレストノーウェア 牡4鹿 57 津村 明秀大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 456＋102：15．2	 54．8�
55 フローレスクイーン 牝4鹿 55

53 △小沢 大仁�G1レーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 508± 02：15．83	 4．5�
68 バルネージュ �4芦 57

55 △松本 大輝手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 498＋ 22：15．9	 160．2
710 ロックオンエイム 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 466＋ 42：16．85 11．4�
79 
 グレイシャーベイ �4鹿 57 木幡 育也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 愛 Tinnakill

Bloodstock Ltd 458－ 22：18．39 243．3�
811 ク ル ー ク 牡4芦 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 538 ―2：19．15 9．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，839，500円 複勝： 35，973，500円 枠連： 8，015，700円
馬連： 43，625，400円 馬単： 18，227，500円 ワイド： 41，254，500円
3連複： 62，704，500円 3連単： 73，870，200円 計： 313，510，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 470円 � 380円 枠 連（1－8） 2，790円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，020円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 59，110円

票 数

単勝票数 計 298395 的中 � 41843（4番人気）
複勝票数 計 359735 的中 � 51591（3番人気）� 18164（8番人気）� 23069（7番人気）
枠連票数 計 80157 的中 （1－8） 2222（13番人気）
馬連票数 計 436254 的中 �� 8781（22番人気）
馬単票数 計 182275 的中 �� 2185（28番人気）
ワイド票数 計 412545 的中 �� 9616（16番人気）�� 10526（10番人気）�� 4690（29番人気）
3連複票数 計 627045 的中 ��� 4075（44番人気）
3連単票数 計 738702 的中 ��� 906（237番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．1―12．4―12．4―12．3―12．8―12．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―22．7―34．1―46．2―58．6―1：11．0―1：23．3―1：36．1―1：48．7―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイミングハート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2019．12．21 阪神9着

2017．3．4生 牡5黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 20戦1勝 賞金 36，632，000円
〔騎手変更〕 シエラネバダ号の騎手松山弘平は，第6競走での落馬による検査のため角田大和に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クルーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月8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〕 グレイシャーベイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走でき

ない。

12020 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第8競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

79 エアミアーニ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B440＋ 41：34．9 2．5�
44 グ ラ ヴ ィ ル 牝4黒鹿55 西村 淳也 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 アタマ 13．1�
33 � マイネルダグラス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 6 〃 ハナ 12．3�
11 エンブレムコード 牝4青鹿55 津村 明秀山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 468＋ 21：35．0アタマ 16．0�
22 サトノスカイターフ 牡4鹿 57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 5．2	
812 グルーヴビート 牡4鹿 57 川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋101：35．1� 10．6

68 トランシルヴァニア �5鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：35．41� 14．7�
710 トロワエスポワール 牡4鹿 57 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 8．0�
811� サンセットオーラ 牡7鹿 57

53 ★今村 聖奈 N.S.R.C 村田 一誠 新冠 サンローゼン 458＋ 2 〃 ハナ 98．3
67 アルコディオーサ 牝4鹿 55 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 460＋ 21：35．5クビ 45．2�
55 � ラルワースコーヴ 牝5青鹿55 菱田 裕二兼子 尚也氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：35．81� 19．6�
56 アムールマルルー 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 452± 01：36．43� 12．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，583，900円 複勝： 38，268，900円 枠連： 8，015，500円
馬連： 44，318，000円 馬単： 17，795，600円 ワイド： 42，871，600円
3連複： 68，829，000円 3連単： 81，326，300円 計： 330，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 380円 � 360円 枠 連（4－7） 1，430円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 990円 �� 640円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 31，730円

票 数

単勝票数 計 285839 的中 � 89235（1番人気）
複勝票数 計 382689 的中 � 95524（1番人気）� 21534（8番人気）� 22591（7番人気）
枠連票数 計 80155 的中 （4－7） 4340（6番人気）
馬連票数 計 443180 的中 �� 13797（10番人気）
馬単票数 計 177956 的中 �� 3835（8番人気）
ワイド票数 計 428716 的中 �� 11184（12番人気）�� 17854（3番人気）�� 4625（37番人気）
3連複票数 計 688290 的中 ��� 6436（28番人気）
3連単票数 計 813263 的中 ��� 1858（97番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．4―11．8―11．0―10．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．1―48．5―1：00．3―1：11．3―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアミアーニ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．3．28 中京12着

2018．3．29生 牡4鹿 母 エアマスカット 母母 エアメサイア 10戦2勝 賞金 18，210，000円



12021 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第9競走 1，800�
さ き は な

咲 花 特 別
発走14時05分 （ダート・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 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

11 カナリキケン 牝4栗 55 丹内 祐次由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 494－ 21：52．4 21．2�
58 ダンツチョイス 牝7栗 55 荻野 極山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 468＋ 61：52．5クビ 5．9�
813 アイリッシュムーン 牝4栗 55 富田 暁�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 476± 01：52．81� 4．7�
45 バライロノキセキ 牝4鹿 55 角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 478± 01：53．33 39．9�
34 ラフリッグフェル 牝5栗 55 岩田 康誠 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 442± 01：53．4� 11．6	
33 ランスオブアース 牝4青鹿55 泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488＋12 〃 クビ 25．7

711 リアンクール 牝4鹿 55 菱田 裕二村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482－ 21：53．5クビ 3．4�
57 � リファインドマナー 牝4鹿 55 松本 大輝髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 458＋14 〃 アタマ 11．8�
46 ラボンダンス 牝5栗 55 西村 淳也ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 21：53．92� 12．1�
610 ファーストソリスト 牝4黒鹿55 川又 賢治G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 480＋ 61：54．11� 35．5�
69 クインズバジル 牝4鹿 55 松山 弘平 ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 464＋ 21：54．52� 6．2�
814 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55 秋山 稔樹 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504± 01：54．81� 168．2�
712� サイモンジルバ 牝7鹿 55 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 464＋ 21：56．18 156．0�
22 スマートパルフェ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 436＋ 21：57．37 75．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，424，400円 複勝： 38，214，200円 枠連： 9，837，200円
馬連： 50，195，900円 馬単： 20，340，600円 ワイド： 47，073，400円
3連複： 80，816，000円 3連単： 96，584，700円 計： 372，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 440円 � 210円 � 240円 枠 連（1－5） 4，390円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 13，650円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，780円 �� 870円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 119，490円

票 数

単勝票数 計 294244 的中 � 11101（8番人気）
複勝票数 計 382142 的中 � 19276（8番人気）� 53173（2番人気）� 43309（4番人気）
枠連票数 計 98372 的中 （1－5） 1735（18番人気）
馬連票数 計 501959 的中 �� 5756（26番人気）
馬単票数 計 203406 的中 �� 1117（55番人気）
ワイド票数 計 470734 的中 �� 6361（23番人気）�� 6693（22番人気）�� 14313（7番人気）
3連複票数 計 808160 的中 ��� 5237（44番人気）
3連単票数 計 965847 的中 ��� 586（434番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．0―49．1―1：01．8―1：14．2―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カナリキケン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 福島16着

2018．4．8生 牝4栗 母 ブリリアントレイ 母母 ブラダマンテ 15戦3勝 賞金 35，855，000円
〔発走状況〕 ラボンダンス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ラボンダンス号は，発走調教再審査。

12022 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第10競走 ��
��1，000�

しゅんぷう

駿風ステークス
発走14時40分 （芝・直線）
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

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

23 ト キ メ キ 牝5栗 55 松山 弘平�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 516＋ 6 55．1 4．2�
510� ジャズエチュード 牝4鹿 54 武藤 雅吉田 勝己氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 514－ 6 〃 クビ 2．8�
36 テーオーマルクス 牡5鹿 57 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 B496± 0 55．2	 26．6�
24 ショウナンバニラ 牝6鹿 55 丸山 元気�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 452＋ 2 55．3	 47．4�
59 ムスコローソ 牡7栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524－ 6 55．5
 60．6�
11 クルークヴァール 牡7鹿 57 津村 明秀林 正道氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム B486＋16 〃 アタマ 28．6	
611� チェリーブリーズ 牝5鹿 55 原 優介�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 488＋ 4 55．71� 114．2

612 ビ ア イ 牝5青鹿55 亀田 温心副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506± 0 〃 クビ 8．5�
815� スーパーウーパー 牝4芦 55 松本 大輝�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 476＋14 55．8クビ 8．7
12 オルダージュ 6黒鹿57 藤田菜七子 �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 486＋ 4 〃 クビ 73．9�
816 キ ー ダ イ ヤ 牝5鹿 55 三浦 皇成青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 450－ 2 55．9クビ 10．4�
47 � エ ル ズ リ ー 牝6栗 55 泉谷 楓真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 528± 0 56．0	 11．4�

35 サウンドカナロア 6鹿 57 川須 栄彦増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B468± 0 56．1	 57．7�
48 フ ォ ド ラ 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 402－ 2 〃 ハナ 17．0�
713 サンラモンバレー 牡7鹿 57 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B498＋ 8 〃 クビ 31．2�
714� ダイセンハッピー 牝4黒鹿55 木幡 育也根田喜久雄氏 今津 博之 新冠 イワミ牧場 474－ 9 〃 アタマ 85．8�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，259，600円 複勝： 60，066，600円 枠連： 26，628，600円
馬連： 104，388，900円 馬単： 37，544，400円 ワイド： 86，825，000円
3連複： 185，492，100円 3連単： 191，274，200円 計： 743，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 160円 � 630円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，690円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 24，110円

票 数

単勝票数 計 512596 的中 � 97333（2番人気）
複勝票数 計 600666 的中 � 102784（2番人気）� 113137（1番人気）� 17682（10番人気）
枠連票数 計 266286 的中 （2－5） 22229（2番人気）
馬連票数 計1043889 的中 �� 88660（1番人気）
馬単票数 計 375444 的中 �� 14951（2番人気）
ワイド票数 計 868250 的中 �� 56228（1番人気）�� 12564（19番人気）�� 14010（17番人気）
3連複票数 計1854921 的中 ��� 22895（12番人気）
3連単票数 計1912742 的中 ��� 5751（46番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．6―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．4―43．3

上り4F43．3－3F33．3
勝馬の
紹 介

ト キ メ キ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2019．11．16 東京6着

2017．5．14生 牝5栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 23戦4勝 賞金 75，007，000円
〔制裁〕 ジャズエチュード号の騎手武藤雅は，決勝線手前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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レオハイセンス号



12023 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第44回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，3．5．8以降4．5．1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

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

814 レッドガラン 牡7鹿 57．5 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 518± 01：57．7 14．2�
58 カイザーバローズ 牡4青鹿55 津村 明秀猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 452＋ 81：57．8クビ 6．8�
713 ヤ シ ャ マ ル 牡5黒鹿54 松田 大作高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 512－ 4 〃 ハナ 8．9�
815 モズナガレボシ 牡5芦 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 504＋ 81：58．01 56．8�
59 ス テ ラ リ ア 牝4黒鹿54 川須 栄彦 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 クビ 6．5	
712 シュヴァリエローズ 牡4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450－ 41：58．1� 7．1

46 ラストドラフト 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470± 01：58．31 15．8�
35 ダノンマジェスティ 牡7鹿 55 武藤 雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：58．4� 43．5�
22 アイコンテーラー 牝4栗 52 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 466－ 6 〃 ハナ 4．9
23 ス マ イ ル 牡6鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B544＋ 41：58．5� 18．4�
611 トーセングラン 牡6鹿 54 丸山 元気島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋121：58．92� 15．8�
47 プレシャスブルー 牡8鹿 55 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 444＋ 61：59．21� 25．9�
11 	 マウントゴールド 牡9鹿 57 荻野 極青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450－ 22：00．15 61．1�
610 ラインベック 牡5黒鹿54 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：01．48 22．2�
34 ア ル サ ト ワ 牡5鹿 56 丹内 祐次ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 22：02．35 9．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 145，860，000円 複勝： 190，357，400円 枠連： 82，243，800円
馬連： 448，964，000円 馬単： 142，380，100円 ワイド： 337，086，500円
3連複： 889，229，300円 3連単： 849，441，100円 計： 3，085，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 440円 � 250円 � 290円 枠 連（5－8） 2，010円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 12，390円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 2，190円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 16，150円 3 連 単 ��� 112，070円

票 数

単勝票数 計1458600 的中 � 81752（7番人気）
複勝票数 計1903574 的中 � 101989（8番人気）� 216131（2番人気）� 175178（5番人気）
枠連票数 計 822438 的中 （5－8） 31686（8番人気）
馬連票数 計4489640 的中 �� 62382（23番人気）
馬単票数 計1423801 的中 �� 8613（52番人気）
ワイド票数 計3370865 的中 �� 38573（33番人気）�� 39366（31番人気）�� 73624（11番人気）
3連複票数 計8892293 的中 ��� 41280（58番人気）
3連単票数 計8494411 的中 ��� 5495（409番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．1―11．7―12．1―12．0―11．3―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．8―34．7―46．8―58．5―1：10．6―1：22．6―1：33．9―1：45．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．4．1 阪神1着

2015．3．11生 牡7鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 24戦7勝 賞金 212，069，000円
〔制裁〕 アイコンテーラー号の騎手亀田温心は，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戒告。

（被害馬：10番）
カイザーバローズ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 アルサトワ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アルサトワ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月8日まで出走できない。

12024 5月8日 晴 良 （4新潟1） 第2日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （ダート・左）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

611 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 472± 01：12．1 2．4�

712 フレンドパル 牝4鹿 55
51 ★永島まなみ前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 456＋ 41：12．2� 82．3�

610 ルヴァンヴェール �5鹿 57
55 △小沢 大仁 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B494± 01：12．41 4．0�
815� ミューティー 牝5鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 490＋ 2 〃 アタマ 46．4�
47 メ シ ア ン 牝5栗 55

52 ▲原 優介 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 454－ 21：12．5	 9．7�

59 バットオールソー 牡7栗 57 杉原 誠人久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：12．6クビ 55．5	

34 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462－ 8 〃 クビ 21．5


713 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55
53 △松本 大輝中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 482＋14 〃 ハナ 20．5�

23 
 ララシャンドン 牡4黒鹿57 西村 淳也フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 492－ 81：12．81� 4．0�

（法942）

22 ミヤコノアカリ 牝4鹿 55
52 ▲佐々木大輔吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 434－ 21：13．0	 59．3

814� セブンパワー �4鹿 57 津村 明秀前迫 義幸氏 新開 幸一 平取 北島牧場 452＋ 81：13．21� 106．6�
46 � ナリタウルフ 牡5鹿 57 川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 458－ 41：13．51	 115．6�
58 
� アイファーリンクス 牝4栗 55

53 △角田 大和中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.
Campbell B480－ 21：13．82 45．2�

11 
� マイサンライズ 牝4黒鹿55 川須 栄彦�和田牧場 和田正一郎 米
Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

522＋101：15．6大差 27．5�
35 ジーガーローレンス 牝6鹿 55 木幡 初也�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B520－101：16．02� 245．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，846，100円 複勝： 65，055，000円 枠連： 30，168，700円
馬連： 111，671，200円 馬単： 49，696，200円 ワイド： 93，706，600円
3連複： 176，750，200円 3連単： 221，799，000円 計： 806，693，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 700円 � 150円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 230円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 48，470円

票 数

単勝票数 計 578461 的中 � 189522（1番人気）
複勝票数 計 650550 的中 � 169115（1番人気）� 14889（11番人気）� 118989（2番人気）
枠連票数 計 301687 的中 （6－7） 20541（4番人気）
馬連票数 計1116712 的中 �� 9433（27番人気）
馬単票数 計 496962 的中 �� 2829（39番人気）
ワイド票数 計 937066 的中 �� 8750（28番人気）�� 127994（1番人気）�� 6553（33番人気）
3連複票数 計1767502 的中 ��� 16913（26番人気）
3連単票数 計2217990 的中 ��� 3317（137番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．6―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．3―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマセクメト �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2021．4．4 中山9着

2018．4．3生 牝4黒鹿 母 カルブンクルス 母母 フェアナタリー 10戦2勝 賞金 23，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4新潟1）第2日 5月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

258，920，000円
25，230，000円
1，750，000円
33，510，000円
70，756，000円
5，469，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
509，839，300円
653，398，200円
219，457，300円
1，054，256，600円
400，903，700円
889，866，400円
1，867，835，400円
1，964，908，100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 7，560，465，000円

総入場人員 10，451名 （有料入場人員 9，120名）
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