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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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12049 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第1競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走9時50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

68 メイショウアルト 牡4鹿 59 黒岩 悠松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 478± 03：10．8 29．1�
812 リーガルマナー �5鹿 60

57 ▲小牧加矢太吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 アタマ 17．1�
45 タイセイトレイル 牡7黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 506－ 23：10．9クビ 5．8�
11 アスターマリンバ 牡5黒鹿60 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 526＋ 63：11．85 3．7�
710� プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 404－163：13．07 163．4�
69 � カ ク シ ン 牡5黒鹿60 森 一馬風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

514± 03：13．21	 12．5�
57 メイショウアツイタ 牡4黒鹿59 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 496＋ 63：14．15 9．2	
711� スフバータル �9栗 60 江田 勇亮
和田牧場 松永 康利 新ひだか 城市 公 502－103：15．05 88．9�
33 � アポロテネシー 牡7鹿 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

B522± 03：15．21 14．9�
44 ギガバッケン �7鹿 60 草野 太郎 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 538－163：16．05 17．7�
56 ミトノマルーン 牡6黒鹿60 高田 潤ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 488± 03：18．0大差 2．7�
22 �� セイウンソルジャー 牡5鹿 60 上野 翔西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 534＋ 23：25．5大差 123．3�
813 ハローマイキー 牡4鹿 59 伴 啓太小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 488＋22 （競走中止） 49．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，829，100円 複勝： 18，107，400円 枠連： 6，674，100円
馬連： 26，400，400円 馬単： 13，250，100円 ワイド： 22，994，400円
3連複： 49，777，100円 3連単： 54，900，100円 計： 206，932，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 670円 � 600円 � 210円 枠 連（6－8） 4，880円

馬 連 �� 31，380円 馬 単 �� 71，490円

ワ イ ド �� 6，080円 �� 1，690円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 56，300円 3 連 単 ��� 503，830円

票 数

単勝票数 計 148291 的中 � 4073（9番人気）
複勝票数 計 181074 的中 � 6230（8番人気）� 7111（7番人気）� 27818（3番人気）
枠連票数 計 66741 的中 （6－8） 1059（15番人気）
馬連票数 計 264004 的中 �� 652（45番人気）
馬単票数 計 132501 的中 �� 139（97番人気）
ワイド票数 計 229944 的中 �� 958（42番人気）�� 3553（21番人気）�� 2818（23番人気）
3連複票数 計 497771 的中 ��� 663（98番人気）
3連単票数 計 549001 的中 ��� 79（690番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．4－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアルト �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．9．6 小倉16着

2018．4．15生 牡4鹿 母 メイショウモーレン 母母 プリティタイディ 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ハローマイキー号は，2周目3コーナーから2周目4コーナーにかけて外側に逃避し，2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アスターマリンバ号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ハローマイキー号は，2周目3コーナーから2周目4コーナーにかけて外側に逃避し，2周目4コーナーで競走を中止した

ことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。

12050 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・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
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 ヴァンダンジュ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋101：55．0 4．5�

11 サクラトップラン 牝3鹿 54 斎藤 新�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 430± 01：55．85 9．0�
22 キ ガ サ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B428－ 2 〃 クビ 54．1�
34 レインボーエンゼル 牝3栗 54

52 △角田 大和�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 466＋ 41：56．0� 4．7�
712 ラ ー ト リ ー 牝3栗 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 442＋ 21：56．42� 2．5	
814 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：56．93 76．2

23 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448－ 41：57．32� 13．0�
815 ソルシエール 牝3芦 54

52 △小沢 大仁�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 81：57．5� 43．6�

35 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 442－ 81：57．81� 32．1

610 ユ キ ア カ リ 牝3芦 54 黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 浦河 辻 牧場 436－ 2 〃 クビ 17．0�

59 メロディーフェア 牝3栗 54
51 ▲横山 琉人稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 450－ 21：58．22� 288．8�

47 シゲルオトヒメ 牝3芦 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 420－101：58．3� 20．1�
611 シルミオーネ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介柏瀬金之介氏 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－10 〃 ハナ 44．2�
713 ヤマニンドールアイ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 454－ 21：59．25 177．2�
46 エクセレントジェム 牝3青 54 丸山 元気 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480± 02：00．05 97．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，900，900円 複勝： 35，090，700円 枠連： 6，320，300円
馬連： 34，570，500円 馬単： 15，975，900円 ワイド： 34，346，600円
3連複： 57，484，000円 3連単： 59，157，100円 計： 266，846，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 290円 � 930円 枠 連（1－5） 2，300円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，180円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 19，240円 3 連 単 ��� 54，490円

票 数

単勝票数 計 239009 的中 � 42310（2番人気）
複勝票数 計 350907 的中 � 63940（2番人気）� 30906（4番人気）� 7710（9番人気）
枠連票数 計 63203 的中 （1－5） 2126（10番人気）
馬連票数 計 345705 的中 �� 11894（7番人気）
馬単票数 計 159759 的中 �� 3225（11番人気）
ワイド票数 計 343466 的中 �� 10204（9番人気）�� 4005（23番人気）�� 2587（31番人気）
3連複票数 計 574840 的中 ��� 2240（56番人気）
3連単票数 計 591571 的中 ��� 787（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．9―49．7―1：02．2―1：15．3―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．7
1
3
・（1，4）9（8，15）5（2，7，12）（3，6）10，14（11，13）
1，4（8，12）（2，10）（9，15）（3，5）（14，6，11）－（7，13）

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

勝馬の
紹 介

ヴァンダンジュ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2022．1．5 中京6着

2019．3．6生 牝3栗 母 キ エ レ 母母 Heavenly Romance 5戦1勝 賞金 8，320，000円
〔その他〕 ヤマニンドールアイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマニンドールアイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月21日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 トゥエルブナインズ号

第１回 新潟競馬 第５日



12051 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55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

46 � ルヴェルジェ 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 米 Robert Low &
Lawana Low 474－ 41：12．1 10．2�

713 ホワイトガーベラ 牡3芦 56 勝浦 正樹楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 474＋ 21：12．41� 1．8�
34 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56

54 △角田 大和畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 482＋ 61：13．46 4．8�
23 ミラーレイク 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436－ 81：13．61� 81．3�
815 ザナイトカフェ 牡3鹿 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新ひだか 岡田スタツド B476－ 81：13．7� 21．4	
814 レッドコーラル 牝3栗 54

51 ▲原 優介田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 450＋ 61：13．91� 11．6

22 オーケーキャンティ 牝3黒鹿54 木幡 育也小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 446－ 21：14．22 390．4�
59 メイショウカンギク 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 458－ 81：14．3� 32．8�
610 リ ュ ッ ケ 牝3芦 54 丹内 祐次佐久間拓士氏 加藤 征弘 日高 本間牧場 478 ―1：14．51 58．9
11 ユーフェイス 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼 STレーシング 鈴木 孝志 日高 木村牧場 486＋ 61：14．6� 19．8�
611 シルバーセレタ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ユートピア牧場 清水 英克 新冠 村田牧場 414＋ 6 〃 クビ 271．7�
712 ケイティーズジョウ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝�門別牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 456＋ 21：14．7アタマ 183．9�
35 カ チ グ ミ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�加藤牧場 高橋 裕 日高 加藤牧場 426＋ 21：14．81 321．1�

47 ララペティアン 牝3栗 54 津村 明秀フジイ興産� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478－121：15．11� 6．5�
（法942）

58 レッツドゥイット 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 452－ 41：15．42 365．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，698，000円 複勝： 43，632，000円 枠連： 7，695，100円
馬連： 36，465，300円 馬単： 17，056，400円 ワイド： 33，715，800円
3連複： 55，801，700円 3連単： 62，280，800円 計： 283，345，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 230円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 510円 �� 710円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 10，710円

票 数

単勝票数 計 266980 的中 � 20827（4番人気）
複勝票数 計 436320 的中 � 23887（5番人気）� 209877（1番人気）� 61553（2番人気）
枠連票数 計 76951 的中 （4－7） 12704（2番人気）
馬連票数 計 364653 的中 �� 23652（4番人気）
馬単票数 計 170564 的中 �� 4664（8番人気）
ワイド票数 計 337158 的中 �� 15463（5番人気）�� 10490（9番人気）�� 51443（1番人気）
3連複票数 計 558017 的中 ��� 29084（3番人気）
3連単票数 計 622808 的中 ��� 4214（26番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．3―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．8―46．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルヴェルジェ �
�
父 Maclean’s Music �

�
母父 Tiz Wonderful デビュー 2022．3．5 阪神7着

2019．2．28生 牝3鹿 母 Wine Train 母母 Stage Stop 2戦1勝 賞金 5，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソプラノナイト号
（非抽選馬） 2頭 ダノンブルズアイ号・チョウザメノコ号

12052 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第4競走 ��3，290�障害4歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎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3：34．4良

44 ニューツーリズム �6青鹿60 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B500－ 63：35．3 15．1�
57 � ペ ガ ー ズ 牡8鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 494－ 23：35．93� 7．4�
33 ヴァイトブリック 牡6青鹿60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 75．9�
710 ノストラダムス 牡7鹿 61 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 492－ 83：36．0クビ 1．4�
11 マイネルパラディ �8芦 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 478－ 6 〃 ハナ 26．1	
68 マイネルダンク 牡4芦 59 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 440± 03：36．32 17．7

69 � エ ミ ー リ オ 牡8鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 502± 03：36．61	 34．7�
56 インビジブルレイズ 牡8鹿 60 難波 剛健 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 486＋103：36．81� 43．1�
711 キャプテンペリー �9栗 62 草野 太郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 516＋ 43：37．11	 9．3
812 テイエムチューハイ 牡8黒鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B464－ 23：37．2	 39．0�
22 ルヴァンギラ �5青鹿60 伴 啓太辻 高史氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 544－103：37．62� 68．8�
45 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 486－103：42．2大差 108．5�
813 ロードエクスプレス 牡5鹿 60 森 一馬 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 472－ 23：42．62� 29．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，510，200円 複勝： 65，128，800円 枠連： 8，710，700円
馬連： 25，544，200円 馬単： 19，610，700円 ワイド： 28，135，700円
3連複： 48，938，000円 3連単： 77，957，300円 計： 295，535，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 800円 � 470円 � 3，560円 枠 連（4－5） 3，810円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 12，850円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 6，570円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 56，990円 3 連 単 ��� 266，590円

票 数

単勝票数 計 215102 的中 � 11349（4番人気）
複勝票数 計 651288 的中 � 21457（4番人気）� 39161（2番人気）� 4482（11番人気）
枠連票数 計 87107 的中 （4－5） 1769（11番人気）
馬連票数 計 255442 的中 �� 4610（13番人気）
馬単票数 計 196107 的中 �� 1144（26番人気）
ワイド票数 計 281357 的中 �� 6158（12番人気）�� 1084（49番人気）�� 1275（44番人気）
3連複票数 計 489380 的中 ��� 644（115番人気）
3連単票数 計 779573 的中 ��� 212（445番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．4－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューツーリズム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．29 新潟11着

2016．5．3生 �6青鹿 母 インディストラーダ 母母 インディパレード 障害：7戦2勝 賞金 21，400，000円

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 3日第 4競走）
〔その他〕　　サノバレー号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕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。



12053 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

59 メロウヴォイス 牝3鹿 54 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B424± 01：48．9 9．0�
48 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 B440＋ 21：49．0� 6．8�
36 タイセイエール 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 432－ 2 〃 アタマ 6．5�
713 プライムチャーム 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈 �CHEVAL AT-
TACHE 今野 貞一 新ひだか 萩澤 俊雄 476＋ 2 〃 アタマ 5．4�

12 ディープクイーン 牝3鹿 54 富田 暁�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 382－12 〃 クビ 139．6�
35 シ エ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 452－ 81：49．2� 3．5	
612 ノアチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B456－10 〃 クビ 5．8

510 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 390＋ 61：49．3� 23．6�
23 コスモパンドラ 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 61：49．4クビ 284．7
714 フ ロ ッ ク ス 牝3黒鹿54 菊沢 一樹大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 470＋ 8 〃 クビ 58．3�
611 ルーラータイム 牝3鹿 54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 浦河 三好牧場 454± 0 〃 アタマ 22．0�
815 ブロセリアンド 牝3黒鹿54 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 478 ―1：49．5クビ 42．2�
24 ハニートラップ 牝3栗 54

52 △小沢 大仁田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 412－ 41：50．03 239．9�
816 ア ン ジ ア ン 牝3鹿 54

52 △角田 大和広尾レース� 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 426＋121：50．31� 18．0�
47 カガヤキホコレ 牝3黒鹿54 中井 裕二増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 442－ 41：51．04 246．9�
11 イデアノアイデア 牝3栗 54

51 ▲原 優介益田 修一氏 堀内 岳志 浦河 中脇 満 362＋ 61：52．38 481．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，678，300円 複勝： 45，946，200円 枠連： 10，508，400円
馬連： 41，780，500円 馬単： 19，547，000円 ワイド： 45，055，500円
3連複： 66，858，300円 3連単： 70，647，000円 計： 331，021，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 200円 � 220円 枠 連（4－5） 1，550円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 800円 �� 840円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 32，190円

票 数

単勝票数 計 306783 的中 � 27151（6番人気）
複勝票数 計 459462 的中 � 44988（6番人気）� 62534（3番人気）� 53785（4番人気）
枠連票数 計 105084 的中 （4－5） 5225（8番人気）
馬連票数 計 417805 的中 �� 14185（8番人気）
馬単票数 計 195470 的中 �� 3179（20番人気）
ワイド票数 計 450555 的中 �� 14483（9番人気）�� 13740（10番人気）�� 16151（7番人気）
3連複票数 計 668583 的中 ��� 9818（16番人気）
3連単票数 計 706470 的中 ��� 1591（112番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．3―13．0―12．4―12．2―11．5―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．1―49．1―1：01．5―1：13．7―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メロウヴォイス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．30 東京6着

2019．4．8生 牝3鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 6戦1勝 賞金 5，980，000円
〔制裁〕 ディープクイーン号の騎手富田暁は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

12054 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

611 ロサロッサーナ 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B492＋ 2 54．8 3．0�

24 ショウナンタイジュ 牡3青鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 480＋ 8 55．75 7．3�
815 クリノニーナ 牝3芦 54

53 ☆秋山 稔樹栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村牧場 422＋10 55．81 6．9�
35 チ ア リ ン グ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 450－ 6 56．43� 52．3�
714 プティアンジュ 牝3青鹿54 木幡 育也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 398－ 2 〃 ハナ 9．7	
36 ベラジオプライド 牡3栗 56

54 △角田 大和林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 B462＋ 8 56．5� 25．2

713 ル ナ ブ リ エ 牝3芦 54 勝浦 正樹池田 草龍氏 西田雄一郎 新冠 上井農場 438－ 8 56．71� 15．6�
612 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 416－ 2 56．81 47．3�
510 ベ ル ベ リ ス 牝3鹿 54 荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 446－ 6 56．9クビ 4．3
11 シナモンロール 牝3栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 414－18 〃 クビ 21．6�
816 フレンドプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 418－ 4 57．11� 77．4�
12 コスモサルム 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 468＋12 57．31 12．8�
48 サバイバルダンス 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 412＋ 6 〃 クビ 184．0�
23 ブラックテイルズ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 辻 哲英 浦河 フクオカファーム 456＋ 8 57．93� 81．4�
47 フォーネリー 牝3栗 54 酒井 学ディアレスト 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 386－ 6 58．32� 279．1�
59 タマノカリーナ 牝3青鹿54 宮崎 北斗玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 378－ 61：02．2大差 200．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，760，200円 複勝： 38，003，400円 枠連： 13，746，900円
馬連： 48，674，700円 馬単： 20，727，900円 ワイド： 46，334，500円
3連複： 96，881，100円 3連単： 100，467，200円 計： 397，595，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 240円 枠 連（2－6） 1，370円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 630円 �� 470円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 22，930円

票 数

単勝票数 計 327602 的中 � 87107（1番人気）
複勝票数 計 380034 的中 � 91199（1番人気）� 36929（3番人気）� 35787（5番人気）
枠連票数 計 137469 的中 （2－6） 7746（6番人気）
馬連票数 計 486747 的中 �� 23686（4番人気）
馬単票数 計 207279 的中 �� 5621（5番人気）
ワイド票数 計 463345 的中 �� 18886（5番人気）�� 26741（2番人気）�� 9100（16番人気）
3連複票数 計 968811 的中 ��� 14561（11番人気）
3連単票数 計1004672 的中 ��� 3176（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．6―10．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．8―43．2

上り4F42．8－3F32．6
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ロサロッサーナ �
�
父 ザファクター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．17 東京5着

2019．5．28生 牝3鹿 母 ペイルローズ 母母 オレンジカラー 9戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーネリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月21日まで平地競走に

出走できない。
ブラックテイルズ号・タマノカリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

7月21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。
（非当選馬） 1頭 ミウィ号
（非抽選馬） 1頭 ベルマリエ号



12055 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・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
1：59．5
1：56．1

良
良

713 リ ニ ュ ー 牡3鹿 56 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B440＋ 42：03．0 44．7�
815 シルバーリング 牝3青 54 武藤 雅杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 B452－ 42：03．1� 10．1�
36 ゲイングラウンド 牡3青鹿 56

54 △角田 大和 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 ハナ 8．5�
611 サルサロッサ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 448－ 22：03．2クビ 4．6�
612 ナリタボルテックス 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 2 〃 アタマ 4．4	
48 タイムオブフライト 牡3鹿 56 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―2：03．3� 10．8

714 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 422－ 4 〃 クビ 5．0�
510 ホーリーウェル 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 400＋ 82：03．4� 9．6�
12 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 404－ 82：03．82� 81．9

816 ベリーナブルー 牝3栗 54 斎藤 新�三嶋牧場 長谷川浩大 日高 木村牧場 440－ 22：04．01� 120．9�
11 ヒロシゲジャック 牡3芦 56

55 ☆泉谷 楓真�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 498± 02：04．21� 148．3�
35 ルージュヴェルダ 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B484＋ 2 〃 ハナ 18．0�
47 ル ク ス 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子�ルクス 平田 修 安平 ノーザンファーム 526－ 82：04．73 41．1�
23 ベルヴュードライヴ 牡3黒鹿56 荻野 極谷口 悦一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 406－ 22：05．12� 218．6�
24 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 B416－ 42：06．16 48．9�
59 アップフルーク 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 500＋ 42：07．16 21．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，218，900円 複勝： 31，219，900円 枠連： 9，274，800円
馬連： 32，082，900円 馬単： 13，667，900円 ワイド： 32，256，800円
3連複： 53，810，000円 3連単： 57，395，800円 計： 253，927，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，470円 複 勝 � 1，150円 � 310円 � 310円 枠 連（7－8） 1，670円

馬 連 �� 15，040円 馬 単 �� 42，710円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 5，450円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 36，390円 3 連 単 ��� 346，760円

票 数

単勝票数 計 242189 的中 � 4330（11番人気）
複勝票数 計 312199 的中 � 6198（11番人気）� 28719（4番人気）� 27737（5番人気）
枠連票数 計 92748 的中 （7－8） 4286（9番人気）
馬連票数 計 320829 的中 �� 1653（45番人気）
馬単票数 計 136679 的中 �� 240（113番人気）
ワイド票数 計 322568 的中 �� 1821（46番人気）�� 1513（56番人気）�� 4287（22番人気）
3連複票数 計 538100 的中 ��� 1109（116番人気）
3連単票数 計 573958 的中 ��� 120（958番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．2―12．8―12．8―12．7―12．6―12．2―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．6―48．4―1：01．2―1：13．9―1：26．5―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ニ ュ ー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．12．11 中山10着

2019．6．9生 牡3鹿 母 プリティプリンセス 母母 サワヤカプリンセス 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 アレナリア号・ヒロシゲジャック号・ベルヴュードライヴ号・イザベルクイーン号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和4年7月21日まで平地競走に出走できない。

12056 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45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

59 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 B498＋ 41：12．7 8．9�
58 フ レ ー ゲ ル 牡4鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 498＋12 〃 クビ 72．3�
46 �� アイファーリンクス 牝4栗 55 菱田 裕二中島 稔氏 	島 一歩 米 David G.

Campbell B478－ 21：12．8
 117．1�
814� ライラテソーロ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 502－ 61：12．9� 94．1�

23 タマダイヤモンド 牝4青鹿 55
52 ▲横山 琉人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 488± 01：13．0
 36．6�

815 ド ゥ ー ベ 牡5栗 57
55 △松本 大輝 	サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 アタマ 3．7


34 ブレーヴトライ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 21：13．21 63．7�

35 ヒロノクイーン 牝4黒鹿 55
51 ★今村 聖奈サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 464－ 2 〃 クビ 4．7�

47 レイワプリンセス 牝4栗 55 富田 暁菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 490－181：13．41� 32．6
713 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55 川又 賢治中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B470－12 〃 アタマ 23．9�
712 テイエムハヤテオー 牡4栗 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 470－ 21：13．61 13．5�
611 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55

53 △角田 大和岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 450－ 2 〃 ハナ 21．4�
610 ゴイゴイスー 牡4鹿 57 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 498± 01：13．7
 2．6�
11 ナリノクリスティー 牝5青鹿 55

52 ▲水沼 元輝成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B474－101：13．8
 161．3�
22 タガノマーチ 牝4黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434－ 21：14．75 106．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，505，900円 複勝： 36，763，900円 枠連： 9，377，700円
馬連： 41，420，700円 馬単： 19，101，900円 ワイド： 40，826，600円
3連複： 65，757，500円 3連単： 81，514，800円 計： 325，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 1，850円 � 3，670円 枠 連（5－5） 40，600円

馬 連 �� 41，790円 馬 単 �� 88，430円

ワ イ ド �� 8，930円 �� 13，050円 �� 35，150円

3 連 複 ��� 747，240円 3 連 単 ��� 2，569，480円

票 数

単勝票数 計 305059 的中 � 27131（4番人気）
複勝票数 計 367639 的中 � 37144（4番人気）� 4858（12番人気）� 2396（14番人気）
枠連票数 計 93777 的中 （5－5） 179（31番人気）
馬連票数 計 414207 的中 �� 768（55番人気）
馬単票数 計 191019 的中 �� 162（106番人気）
ワイド票数 計 408266 的中 �� 1184（49番人気）�� 808（67番人気）�� 299（90番人気）
3連複票数 計 657575 的中 ��� 66（368番人気）
3連単票数 計 815148 的中 ��� 23（1725番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．6―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンヴェール �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2019．9．14 中山4着

2017．2．28生 �5鹿 母 エイシンバンバ 母母 Stella Blue 22戦2勝 賞金 25，060，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイスマン号



12057 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

さ な え

早 苗 賞
発走14時15分 （芝・左・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

44 ル ミ ネ イ ト 牝3鹿 54 泉谷 楓真ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 21：47．2 25．4�

77 エーデルブルーメ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 3．2�
78 アケルナルスター 牡3青鹿56 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：47．3クビ 3．4�
89 シホノスペランツァ 牡3青鹿56 荻野 極村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 21：47．51 8．6�
22 サンクション 牡3黒鹿56 横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 488± 0 〃 アタマ 6．5�
11 フリューゲルホルン 牡3黒鹿56 丸山 元気前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 516－ 41：47．92� 59．3	
55 アランヴェリテ 牡3芦 56 小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋161：48．22 44．5

66 バルタザール 牡3鹿 56 菱田 裕二�LEVEL－K 茶木 太樹 浦河 ディアレスト

クラブ 484± 01：48．52 5．4�
33 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± 01：48．92� 172．3
810 メモリーサボアール 牝3鹿 54 角田 大和�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 482－ 81：49．75 8．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，825，700円 複勝： 34，199，500円 枠連： 8，143，200円
馬連： 38，052，400円 馬単： 18，679，500円 ワイド： 32，588，300円
3連複： 55，534，600円 3連単： 84，164，400円 計： 302，187，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 390円 � 160円 � 150円 枠 連（4－7） 2，360円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，380円 �� 260円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 42，790円

票 数

単勝票数 計 308257 的中 � 9689（7番人気）
複勝票数 計 341995 的中 � 16646（7番人気）� 63583（2番人気）� 66197（1番人気）
枠連票数 計 81432 的中 （4－7） 2674（8番人気）
馬連票数 計 380524 的中 �� 7273（16番人気）
馬単票数 計 186795 的中 �� 1416（35番人気）
ワイド票数 計 325883 的中 �� 6967（16番人気）�� 5448（17番人気）�� 38388（1番人気）
3連複票数 計 555346 的中 ��� 10057（18番人気）
3連単票数 計 841644 的中 ��� 1426（147番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―12．4―11．9―11．9―11．3―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―49．1―1：01．0―1：12．9―1：24．2―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ミ ネ イ ト �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．8．1 新潟6着

2019．3．19生 牝3鹿 母 サンデーミューズ 母母 スカルプトレス 8戦2勝 賞金 19，452，000円

12058 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第10競走 1，200�
と ち お

栃 尾 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

33 ウルトラソニック 牡4鹿 57 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 466－121：09．7 22．0�
56 マイネルチューダ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 450± 01：10．12� 6．2�
711� テンジュイン 牝5鹿 55 泉谷 楓真中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 458－ 21：10．2クビ 8．4�
813� ヤマニンガラッシア 牡5青鹿57 亀田 温心土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 450± 0 〃 クビ 3．1�
69 ミエノベルル 牡4鹿 57 菱田 裕二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－ 21：10．51� 11．5�
710� オールマイフレンズ 牝4青鹿55 勝浦 正樹松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 446＋ 2 〃 クビ 73．6	
22 � ペプチドルーカス 牡6鹿 57 川又 賢治沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 454＋ 21：10．6クビ 4．6

68 ナンヨーローズ 牡4黒鹿57 岩田 康誠中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 454± 01：10．71 37．3�
11 � スターライトキス 牝7栗 55 富田 暁岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 4 〃 クビ 61．9�
57 � 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± 01：10．9� 70．9
45 クレイジーリッチ 牡4栗 57 菊沢 一樹江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 500－ 6 〃 アタマ 18．1�
812 ニシノリース 牝4黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 436± 0 〃 クビ 5．7�
44 � ラブキーセキ 牝5鹿 55 宮崎 北斗増田 陽一氏 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 408－ 51：11．96 178．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，448，600円 複勝： 39，951，200円 枠連： 13，941，200円
馬連： 54，668，300円 馬単： 22，754，900円 ワイド： 47，332，700円
3連複： 81，642，700円 3連単： 99，597，400円 計： 392，337，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 640円 � 210円 � 250円 枠 連（3－5） 7，820円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 16，580円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 2，820円 �� 660円

3 連 複 ��� 21，110円 3 連 単 ��� 133，220円

票 数

単勝票数 計 324486 的中 � 11766（8番人気）
複勝票数 計 399512 的中 � 13496（8番人気）� 55742（3番人気）� 44605（5番人気）
枠連票数 計 139412 的中 （3－5） 1380（19番人気）
馬連票数 計 546683 的中 �� 5187（26番人気）
馬単票数 計 227549 的中 �� 1029（53番人気）
ワイド票数 計 473327 的中 �� 4904（27番人気）�� 4181（31番人気）�� 19454（6番人気）
3連複票数 計 816427 的中 ��� 2900（67番人気）
3連単票数 計 995974 的中 ��� 542（389番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―11．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．3―47．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 3，6，10，5（2，11）（4，7，13）12－9，1，8 4 3，6（5，10）（2，11）（7，13）4，12，9－1，8

勝馬の
紹 介

ウルトラソニック �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2021．1．24 中京1着

2018．2．16生 牡4鹿 母 パールブロッサム 母母 ヒ シ メ ロ ウ 8戦2勝 賞金 17，827，000円



12059 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�

はっかいさん

八海山ステークス
発走15時25分 （ダート・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

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

713� スワーヴシャルル 牡6黒鹿57 岩田 康誠�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B484± 01：11．0 6．3�
815	 マラードザレコード 
8青鹿57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B462－141：11．11 17．2�
611 コ パ シ ー ナ 
5栗 57 津村 明秀椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 41：11．3� 9．5�

712	 ララクリュサオル 牡6鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 504＋ 2 〃 ハナ 3．0�

（法942）

814 ダノングリスター 
6鹿 57 今村 聖奈�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B494＋ 21：11．51 35．6�
35 � ボンボンショコラ 牝5黒鹿55 角田 大和田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 486± 0 〃 アタマ 56．5	
610 レディオマジック 牡5黒鹿57 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 490＋ 2 〃 クビ 26．1

47 ナイスプリンセス 牝6鹿 55 川須 栄彦田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 458＋ 61：11．71 60．3�
11 ジェットエンブレム 牡4栗 57 小沢 大仁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B522± 01：11．8� 11．5�
22 	 リンカーンテソーロ 牡4栗 57 秋山 稔樹了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings B464± 01：11．9クビ 38．3

34 アーマーバローズ 牡5鹿 57 富田 暁猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 492－101：12．0� 21．5�
46 マ テ ィ ア ス 牡5栗 57 荻野 極本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 502＋121：12．1� 51．8�
58 スズカキンシャサ 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 登別 ユートピア牧場 476± 0 〃 ハナ 3．6�
59 レ ジ ェ モ ー 牝5鹿 55 川又 賢治吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B444＋ 21：12．63 44．0�
23 ノアヴィグラス 牝4栗 55 武藤 雅佐山 公男氏 天間 昭一 浦河 酒井牧場 474－ 2 〃 クビ 36．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，989，000円 複勝： 84，021，900円 枠連： 36，811，000円
馬連： 155，486，400円 馬単： 57，856，500円 ワイド： 122，653，700円
3連複： 256，257，200円 3連単： 274，533，200円 計： 1，051，608，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 490円 � 280円 枠 連（7－8） 1，590円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 10，260円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，060円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 17，890円 3 連 単 ��� 89，810円

票 数

単勝票数 計 639890 的中 � 80424（3番人気）
複勝票数 計 840219 的中 � 103959（3番人気）� 39377（6番人気）� 80269（4番人気）
枠連票数 計 368110 的中 （7－8） 17934（5番人気）
馬連票数 計1554864 的中 �� 18204（22番人気）
馬単票数 計 578565 的中 �� 4229（33番人気）
ワイド票数 計1226537 的中 �� 16512（18番人気）�� 30583（8番人気）�� 9837（36番人気）
3連複票数 計2562572 的中 ��� 10740（56番人気）
3連単票数 計2745332 的中 ��� 2216（259番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．0―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スワーヴシャルル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Redoute’s Choice

2016．2．4生 牡6黒鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 18戦3勝 賞金 81，934，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジャスパーゴールド号・パワフルヒロコ号・ライフレッスンズ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウヒバリ号

12060 5月21日 曇 良 （4新潟1） 第5日 第12競走 ��1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 � ロードインファイト 牡5黒鹿 57
55 △角田 大和 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B450＋ 41：53．2 3．9�

44 コンテナジュニア 牡4黒鹿 57
55 △小沢 大仁住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 524－ 61：53．84 11．2�

69 セザンテイオー 牡4栗 57 菱田 裕二瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 506＋ 91：54．11� 64．1�
711 レープハフト 牝4鹿 55 岩田 康誠山本 剛士氏 中舘 英二 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 61：54．2クビ 42．2�
33 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 478± 01：54．84 5．2�
710 ナリノペッパー 牡4芦 57

54 ▲水沼 元輝成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 486＋ 61：55．01� 23．4	
11 � ヒューミリティ 	5栗 57

54 ▲横山 琉人 
社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B454－101：55．21� 36．4�
68 � ジューンサクラ 牝4黒鹿 55

51 ★今村 聖奈吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 422＋ 41：55．62 32．9�
812 キ ュ ン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 450－ 81：55．7� 5．1
56 ロイヤルダンス 牡4青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 500＋101：56．55 6．7�
813 サンライズシトラス 牡4青鹿57 斎藤 新松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 アタマ 10．9�
57 � クリノイナヅマオー 牡6鹿 57 菊沢 一樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 賀張三浦牧場 490－ 41：57．13
 161．9�
45 � アランチャアミーゴ 	5栗 57

56 ☆亀田 温心早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe
Thoroughbreds B498± 02：05．5大差 7．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，101，000円 複勝： 55，977，800円 枠連： 19，188，900円
馬連： 81，474，400円 馬単： 32，144，000円 ワイド： 68，669，200円
3連複： 128，363，300円 3連単： 152，850，100円 計： 580，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 340円 � 1，280円 枠 連（2－4） 920円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，760円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 28，050円 3 連 単 ��� 101，570円

票 数

単勝票数 計 421010 的中 � 85977（1番人気）
複勝票数 計 559778 的中 � 106383（1番人気）� 40391（6番人気）� 8963（12番人気）
枠連票数 計 191889 的中 （2－4） 16098（4番人気）
馬連票数 計 814744 的中 �� 29152（7番人気）
馬単票数 計 321440 的中 �� 6927（11番人気）
ワイド票数 計 686692 的中 �� 25165（7番人気）�� 6274（31番人気）�� 3480（54番人気）
3連複票数 計1283633 的中 ��� 3431（98番人気）
3連単票数 計1528501 的中 ��� 1091（360番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．0―49．5―1：02．1―1：14．7―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3
13（2，12）（3，6）（4，8，11）（1，10）－5，7－9
11（2，13）12，3，4（8，10）（1，9）－（7，6）－5

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

勝馬の
紹 介

�ロードインファイト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．26生 牡5黒鹿 母 パ ル テ ノ ン 母母 レディパステル 10戦1勝 賞金 11，900，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マサカウマザンマイ号の騎手原優介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 アランチャアミーゴ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※アランチャアミーゴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4新潟1）第5日 5月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
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

194，520，000円
19，140，000円
1，420，000円
24，540，000円
72，782，000円
6，209，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
374，465，800円
528，042，700円
150，392，300円
616，620，700円
270，372，700円
554，909，800円
1，017，105，500円
1，175，465，200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 4，687，374，700円

総入場人員 5，969名 （有料入場人員 4，942名）
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