
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

12061 5月22日 曇 良 （4新潟1） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

814 オーガスタスカイ 牝3黒鹿54 西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：12．3 3．7�
611 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 B470＋ 21：12．4� 31．3�
46 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋10 〃 クビ 4．6�
47 キュートヘスティア 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 444＋ 21：12．5� 4．6�
712 セオリーリターン 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 450＋ 61：12．6クビ 23．2	
23 メメスカーレット 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 500－ 61：12．7� 10．7

59 ディオアステリア 牝3芦 54 菊沢 一樹 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 456－ 8 〃 アタマ 5．0�
34 ヤマトカチドキ 牝3鹿 54

52 △角田 大和醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 472＋ 61：13．12� 93．5�
35 サリーチャン 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 452＋ 21：13．2クビ 215．1
610 カツノナインズ 牝3栗 54 岩部 純二勝野産業� 伊藤 伸一 日高 高山 博 418－ 2 〃 アタマ 295．1�
22 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 424＋ 2 〃 アタマ 9．5�
815 パルタージュ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 B446－ 21：13．51� 80．9�
58 ダンクエース 牝3鹿 54 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 橋口 慎介 新冠 合同会社

小泉学 434＋ 21：16．9大差 117．3�
11 スパイツヴァルール 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ KRジャパン 杉山 晴紀 日高 スマイルファーム 532＋ 61：17．64 26．7�
713 ムーンチャイルド 牝3鹿 54 木幡 育也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 456 ― （競走中止） 273．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，262，200円 複勝： 42，945，800円 枠連： 10，794，200円
馬連： 52，407，400円 馬単： 21，352，600円 ワイド： 51，394，400円
3連複： 88，251，300円 3連単： 83，967，700円 計： 379，375，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 470円 � 180円 枠 連（6－8） 4，120円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 420円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 30，100円

票 数

単勝票数 計 282622 的中 � 60383（1番人気）
複勝票数 計 429458 的中 � 91877（1番人気）� 17088（8番人気）� 66805（3番人気）
枠連票数 計 107942 的中 （6－8） 2029（13番人気）
馬連票数 計 524074 的中 �� 8565（18番人気）
馬単票数 計 213526 的中 �� 2247（29番人気）
ワイド票数 計 513944 的中 �� 8239（19番人気）�� 34633（2番人気）�� 7962（20番人気）
3連複票数 計 882513 的中 ��� 11744（19番人気）
3連単票数 計 839677 的中 ��� 2022（102番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．4―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーガスタスカイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．21 小倉8着

2019．3．13生 牝3黒鹿 母 クィーンズバーン 母母 シンコウエンジェル 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 ムーンチャイルド号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 スパイツヴァルール号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンクエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月22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〕 カツノナインズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月22日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビップレジアス号

12062 5月22日 曇 良 （4新潟1） 第6日 第2競走 1，400�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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 メイショウイヌワシ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 460＋ 81：22．5 12．7�
23 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 462＋ 2 〃 クビ 6．4�
24 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B468－ 81：22．71� 12．1�
815 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± 01：23．01� 4．6�
12 クインズコスモス 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 432－ 2 〃 クビ 11．3�
714 モズベイパーコーン 牝3青鹿54 川又 賢治 �キャピタル・システム 藤岡 健一 日高 株式会社

目黒牧場 488－ 2 〃 アタマ 8．4	
47 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± 01：23．21 2．5

816 トモエセンニンギリ 牝3鹿 54 富田 暁髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 452－ 2 〃 ハナ 58．8�
36 モントブレッチア 牝3黒鹿54 斎藤 新藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 446－ 21：23．51� 35．8�
59 スリーズロワイヤル 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 422－ 2 〃 アタマ 59．9
713 ウインオワーズ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 478＋12 〃 クビ 56．6�
48 フレイムリリー 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 422－ 21：23．6� 548．9�
35 ピューリファイ 牡3青鹿56 勝浦 正樹�G1レーシング 西田雄一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 91：23．7� 317．5�
611 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 460－ 4 〃 ハナ 31．4�
612 ニシノルフォン 牝3栗 54 武藤 雅西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 下屋敷牧場 454 ―1：24．23 217．0�
510 テイエムシチーボー 牝3栗 54 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 462＋ 41：25．58 224．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，297，900円 複勝： 46，633，300円 枠連： 8，489，300円
馬連： 42，707，500円 馬単： 19，242，600円 ワイド： 43，762，400円
3連複： 72，131，600円 3連単： 72，491，100円 計： 334，755，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 630円 � 280円 � 400円 枠 連（1－2） 1，540円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，160円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 66，950円

票 数

単勝票数 計 292979 的中 � 18314（7番人気）
複勝票数 計 466333 的中 � 17755（8番人気）� 47999（3番人気）� 30236（6番人気）
枠連票数 計 84893 的中 （1－2） 4260（5番人気）
馬連票数 計 427075 的中 �� 8299（14番人気）
馬単票数 計 192426 的中 �� 1786（29番人気）
ワイド票数 計 437624 的中 �� 8666（15番人気）�� 5128（23番人気）�� 9920（12番人気）
3連複票数 計 721316 的中 ��� 5148（36番人気）
3連単票数 計 724911 的中 ��� 785（212番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―12．0―11．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．3―46．3―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイヌワシ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．24 新潟6着

2019．2．15生 牡3鹿 母 メイショウメイゲツ 母母 スクービドゥー 6戦1勝 賞金 8，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クランプ号・コルカノン号・ジュウセンシャ号・ハイアキュレイト号・ハルノヒ号・ラブレボ号

第１回 新潟競馬 第６日



12063 5月22日 曇 良 （4新潟1） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

11 タマモエイトビート 牡3鹿 56
52 ★今村 聖奈タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 524＋141：55．0 6．1�

55 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 B494＋ 21：55．31� 10．4�

22 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 470－ 6 〃 アタマ 2．2�

67 イケメンプリンス 牡3鹿 56 丹内 祐次吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B478－ 21：55．72� 15．1�
56 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 458± 0 〃 クビ 8．6�
812 シルバーブレッド 牡3鹿 56 富田 暁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 432＋ 61：55．8クビ 16．7	
710 タイセイフェイバー 牡3青鹿56 菅原 明良田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 526＋ 21：55．9� 3．6

44 グランドクォーツ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 モトスファーム 436－ 31：56．85 65．5�
811 スケサンカクサン 牡3芦 56

54 △松本 大輝小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456＋ 51：57．75 311．7�
33 ギ ン リ ン 牡3芦 56

54 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 496＋ 21：58．65 243．0

68 ブエノスアン 牡3栗 56
53 ▲横山 琉人 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 466－ 62：01．3大差 243．3�

79 ベルベッティー 牡3鹿 56 嶋田 純次町田 圭太氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B490－142：01．4� 93．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，341，600円 複勝： 32，612，600円 枠連： 7，197，300円
馬連： 35，539，800円 馬単： 17，109，400円 ワイド： 34，706，900円
3連複： 52，804，400円 3連単： 73，489，700円 計： 279，801，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 200円 � 110円 枠 連（1－5） 1，060円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 620円 �� 310円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 263416 的中 � 34040（3番人気）
複勝票数 計 326126 的中 � 32815（3番人気）� 31304（5番人気）� 116753（1番人気）
枠連票数 計 71973 的中 （1－5） 5240（5番人気）
馬連票数 計 355398 的中 �� 11218（11番人気）
馬単票数 計 171094 的中 �� 3164（17番人気）
ワイド票数 計 347069 的中 �� 13253（8番人気）�� 30304（2番人気）�� 22810（3番人気）
3連複票数 計 528044 的中 ��� 27556（5番人気）
3連単票数 計 734897 的中 ��� 5553（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．8―13．0―12．9―12．3―12．7―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．3―1：03．2―1：15．5―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

タマモエイトビート �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．1．22 中京9着

2019．5．8生 牡3鹿 母 タマモメロディ 母母 ニューメロディ 5戦1勝 賞金 7，280，000円
〔制裁〕 ベニッシモ号の騎手丸山元気は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・8番）

タマモエイトビート号の騎手今村聖奈は，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〕 ブエノスアン号は，発走後まもなく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〕 ベルベッティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月22日まで平地競

走に出走できない。

12064 5月22日 曇 良 （4新潟1） 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3：05．5良

814 エイムアンドエンド 牡7鹿 60 伴 啓太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 506＋ 23：10．3 2．3�
610 メイショウユウスイ 牡4鹿 59 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452± 03：10．61� 2．2�
57 アームストロング 牡4黒鹿59 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 490－ 8 〃 クビ 19．8�
712 エールヴィオレ 牝5栗 58 白浜 雄造佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 454－ 23：10．81� 37．2�
711 モーニングアヤメ 牝4栗 57 上野 翔今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 434＋ 43：11．86 133．5�
813 ケ ル ト 牡4栗 59 蓑島 靖典小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋ 43：12．33 63．7	
46 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 B476－ 23：12．4クビ 14．2�
34 ヤップヤップヤップ 牡6栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 456± 03：12．61 74．9�

11 ララロトリー �5黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産
 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム B454－ 63：12．81� 23．2
（法942）

45 シャイニーズラン 牡5鹿 60 植野 貴也田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 458－ 4 〃 クビ 17．6�
69 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿 58

57 ▲小牧加矢太 
コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 63：14．18 21．7�
22 メイショウメイユウ 牡5鹿 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－ 63：14．84 28．5�
58 � コラルブラッシュ 牡6鹿 60 西村 太一中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 466＋ 43：16．6大差 338．9�
33 ラマルセイエーズ 牝4鹿 57 大庭 和弥岡田 牧雄氏 堀内 岳志 新冠 タニグチ牧場 488－ 83：18．210 176．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，466，500円 複勝： 20，091，400円 枠連： 9，405，200円
馬連： 30，840，900円 馬単： 16，682，600円 ワイド： 27，070，900円
3連複： 56，673，600円 3連単： 74，551，900円 計： 255，783，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（6－8） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 480円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 204665 的中 � 70275（2番人気）
複勝票数 計 200914 的中 � 62936（1番人気）� 52757（2番人気）� 13233（4番人気）
枠連票数 計 94052 的中 （6－8） 32456（1番人気）
馬連票数 計 308409 的中 �� 95612（1番人気）
馬単票数 計 166826 的中 �� 28310（1番人気）
ワイド票数 計 270709 的中 �� 57453（1番人気）�� 11954（3番人気）�� 11224（4番人気）
3連複票数 計 566736 的中 ��� 36713（2番人気）
3連単票数 計 745519 的中 ��� 19755（1番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．3－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイムアンドエンド �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．2．21生 牡7鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 障害：5戦1勝 賞金 16，300，000円



12065 5月22日 曇 良 （4新潟1） 第6日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時00分 （芝・左・外）

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

11 ケイアイセナ 牡3鹿 56 富田 暁亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 472－ 21：47．3 32．5�
36 コーリングユー 牝3鹿 54 菱田 裕二�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 41：47．51� 1．7�
510 シャドウマッドネス �3栗 56

53 ▲原 優介飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 440＋ 21：48．24 192．3�
35 シャノワール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 412－101：48．51� 13．9�
59 ルナーサウスポール 牡3栗 56 杉原 誠人窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 472＋10 〃 アタマ 51．2	
713 グランドゴールド 牡3栗 56 丸山 元気田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 450＋ 81：48．6� 7．5

815 オーウェンバローズ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 6 〃 ハナ 8．7�
714 サトノアヴァロン 牡3青鹿56 西村 淳也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋101：48．81 6．6�
48 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 438－ 41：48．9� 100．3
611 フィニッシュアップ 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508 ― 〃 クビ 10．9�
23 ナックドバイ 牡3鹿 56 斎藤 新小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 492－101：49．11 251．8�
816 バーニングサン 牡3芦 56

54 △小沢 大仁長谷川光司氏 小林 真也 浦河 	川フアーム 454－ 8 〃 クビ 23．8�
47 ソ メ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 404－ 21：49．73� 176．1�
24 クリノツッチャン 牡3鹿 56 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 470－ 41：50．12� 564．7�
612 アキノスター 牡3鹿 56 木幡 育也穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 466＋ 41：50．95 524．1�
12 ミステリマスカット 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔中脇 満氏 上原 博之 浦河 笹地牧場 352－141：51．96 650．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，508，700円 複勝： 83，114，000円 枠連： 11，512，500円
馬連： 43，594，800円 馬単： 23，885，400円 ワイド： 46，494，000円
3連複： 73，020，000円 3連単： 99，888，800円 計： 417，018，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 510円 � 110円 � 2，450円 枠 連（1－3） 1，700円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 780円 �� 15，610円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 41，360円 3 連 単 ��� 367，610円

票 数

単勝票数 計 355087 的中 � 8723（8番人気）
複勝票数 計 831140 的中 � 18054（8番人気）� 515604（1番人気）� 3299（11番人気）
枠連票数 計 115125 的中 （1－3） 5229（6番人気）
馬連票数 計 435948 的中 �� 18832（6番人気）
馬単票数 計 238854 的中 �� 2843（20番人気）
ワイド票数 計 464940 的中 �� 16306（9番人気）�� 739（60番人気）�� 3314（31番人気）
3連複票数 計 730200 的中 ��� 1324（84番人気）
3連単票数 計 998888 的中 ��� 197（567番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．3―12．4―12．2―11．5―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．8―48．1―1：00．5―1：12．7―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4F46．8―3F34．6
3 1，3（4，5，10）（7，12，13）（2，16）（8，14）（11，6，15）－9 4 ・（1，3）（4，5，10）（7，13）（12，16）（2，14）（8，6，15）（11，9）

勝馬の
紹 介

ケイアイセナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2021．12．11 中山3着

2019．5．30生 牡3鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 4戦1勝 賞金 7，520，000円
〔制裁〕 シャドウマッドネス号の騎手原優介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ルナーサウスポール号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミステリマスカット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月22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〕 ミステリマスカット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月22日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルーグラスソング号

12066 5月22日 曇 良 （4新潟1） 第6日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時30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
1：49．2
1：47．6

不良
重

34 ラインメッセージ 牡3鹿 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B486－ 21：54．6 41．0�
11 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：55．02� 3．8�
58 タッケンアイ 牡3芦 56 荻野 極竹田 寿氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 530＋ 21：55．42� 3．0�
22 パフオブウインド 牡3栗 56

54 △山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 472± 01：56．57 8．6�
611 メイショウタイゲイ 牡3黒鹿56 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 450＋ 4 〃 クビ 29．3�
712 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 B468＋ 41：57．24 14．9�
46 マディソンテソーロ 牡3芦 56

52 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス	 加藤士津八 日高 藤本ファーム 452－ 21：57．62� 43．9


35 エイシングラス 牡3鹿 56
54 △小沢 大仁	栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 多田 善弘 472－ 4 〃 ハナ 4．4�

59 ヴィクトールドパリ 牡3芦 56
53 ▲原 優介 	グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 クビ 16．2�

815 アオイトランプ �3鹿 56
53 ▲横山 琉人新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 470－20 〃 ハナ 115．0

47 メイショウヨウホウ 牡3黒鹿 56
53 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 448± 01：57．7クビ 112．1�

23 ヒーローシャガーラ 牡3鹿 56
55 ☆亀田 温心中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 528＋ 41：58．12� 367．5�

713 キタノラシーク 牡3青鹿 56
55 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 石栗 龍彦 安平 �橋本牧場 534＋ 81：58．74 365．1�

610 シゲルエアロギアス 牡3鹿 56
54 △角田 大和森中 蕃氏 鈴木 孝志 日高 スマイルファーム 480＋ 42：01．0大差 11．5�

814 オプティミストゥ �3栗 56 菊沢 一樹北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 466－222：04．0大差 117．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，018，000円 複勝： 31，505，200円 枠連： 8，661，100円
馬連： 34，934，200円 馬単： 16，878，700円 ワイド： 35，296，300円
3連複： 56，012，000円 3連単： 62，945，100円 計： 273，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，100円 複 勝 � 600円 � 170円 � 140円 枠 連（1－3） 830円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 18，340円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，840円 �� 340円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 81，490円

票 数

単勝票数 計 270180 的中 � 5268（9番人気）
複勝票数 計 315052 的中 � 9190（9番人気）� 50234（3番人気）� 73056（1番人気）
枠連票数 計 86611 的中 （1－3） 8086（3番人気）
馬連票数 計 349342 的中 �� 3354（26番人気）
馬単票数 計 168787 的中 �� 690（57番人気）
ワイド票数 計 352963 的中 �� 4587（23番人気）�� 4593（22番人気）�� 30229（2番人気）
3連複票数 計 560120 的中 ��� 5760（23番人気）
3連単票数 計 629451 的中 ��� 560（265番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―13．1―13．1―12．5―13．0―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―49．7―1：02．8―1：15．3―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインメッセージ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．7．10 福島5着

2019．4．29生 牡3鹿 母 ロ メ ラ 母母 リズミカルシチー 13戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルエアロギアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月22日まで平

地競走に出走できない。
オプティミストゥ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月22日まで平地競
走に出走できない。



12067 5月22日 曇 良 （4新潟1） 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）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

58 マリーアミノル 牝4栗 55
54 ☆秋山 稔樹吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 418＋ 81：11．6 7．4�

59 スキャッターシード 牝4鹿 55 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム 554＋ 61：11．7クビ 2．0�
46 サイモンルピナス 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B436＋ 4 〃 アタマ 31．4�
713 バーニングソウル 牝5芦 55 菱田 裕二服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 434＋ 61：12．12� 18．8�
47 � ベストチャーム 牝6鹿 55

53 △松本 大輝中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 2 〃 クビ 18．8�
611 スマイルアモーレ 牝4鹿 55 菅原 明良星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B454＋ 41：12．2� 11．4	
814 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 456＋ 21：12．3クビ 20．1


815 ルシャリーブル 牝4栗 55
53 △角田 大和�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 430－ 8 〃 クビ 9．9�

22 シャスティーナ 牝4鹿 55
53 △小沢 大仁 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：12．72� 12．4

23 トレッファー 牝5栗 55 荻野 極 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 21：12．8� 84．4�
35 サンマルセレッソ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 432＋ 21：13．0� 87．6�
610 ペリトモレノ 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 484± 01：13．1� 290．7�
11 エヴァジョーネ 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人 �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム 440＋18 〃 アタマ 7．7�
34 ビーマイベイビー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 436－ 81：13．31� 42．8�

（14頭）
712 ジ ュ ラ ン ド 牝5栗 55

51 ★今村 聖奈�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 412＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，568，600円 複勝： 46，217，700円 枠連： 11，119，400円
馬連： 40，810，300円 馬単： 18，218，900円 ワイド： 45，098，000円
3連複： 63，851，400円 3連単： 67，918，000円 計： 323，802，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 110円 � 480円 枠 連（5－5） 900円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，690円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 26，210円

票 数

単勝票数 差引計 305686（返還計 14702） 的中 � 32997（2番人気）
複勝票数 差引計 462177（返還計 36196） 的中 � 46468（2番人気）� 171278（1番人気）� 15150（10番人気）
枠連票数 差引計 111194（返還計 787） 的中 （5－5） 9543（4番人気）
馬連票数 差引計 408103（返還計 47357） 的中 �� 39394（1番人気）
馬単票数 差引計 182189（返還計 22583） 的中 �� 6158（6番人気）
ワイド票数 差引計 450980（返還計 54195） 的中 �� 39119（1番人気）�� 3908（39番人気）�� 11681（9番人気）
3連複票数 差引計 638514（返還計129214） 的中 ��� 9703（14番人気）
3連単票数 差引計 679180（返還計134189） 的中 ��� 1878（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．3―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリーアミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．12．5 中山8着

2018．6．3生 牝4栗 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 9戦2勝 賞金 22，410，000円
〔競走除外〕 ジュランド号は，馬場入場時に疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 スキャッターシード号の騎手斎藤新は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 ノーブルハーバー号

12068 5月22日 晴 良 （4新潟1） 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 7，700，000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 ハイエストエンド �5栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 500± 01：54．1 2．6�
55 レイクリエイター 牡4芦 57 菅原 明良松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 472± 01：54．31� 6．0�
89 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

55 △松本 大輝永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 514＋ 41：54．61� 11．4�
33 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �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 510－ 4 〃 クビ 4．9�
66 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 492－ 41：54．91� 18．0�
77 サ ル ー テ �7鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 550－ 41：55．32� 93．9	
810� アイファーラクーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 434＋101：55．72� 97．5


11 ジョイフルダンサー 牝4鹿 55
54 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 61：56．02 15．7�

78 � クリノカイザー 牡4鹿 57 津村 明秀栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 552＋101：56．95 3．6�
44 � トーセンオリジン 牡5鹿 57

54 ▲佐々木大輔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－101：59．0大差 151．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，852，000円 複勝： 29，519，000円 枠連： 5，107，200円
馬連： 33，265，200円 馬単： 19，904，600円 ワイド： 30，190，200円
3連複： 48，616，100円 3連単： 82，115，100円 計： 276，569，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 350円 枠 連（2－5） 890円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 650円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 278520 的中 � 84347（1番人気）
複勝票数 計 295190 的中 � 72977（1番人気）� 45010（4番人気）� 15548（7番人気）
枠連票数 計 51072 的中 （2－5） 4419（3番人気）
馬連票数 計 332652 的中 �� 32324（3番人気）
馬単票数 計 199046 的中 �� 12168（5番人気）
ワイド票数 計 301902 的中 �� 29543（3番人気）�� 11213（9番人気）�� 8470（11番人気）
3連複票数 計 486161 的中 ��� 13704（10番人気）
3連単票数 計 821151 的中 ��� 6210（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―49．9―1：02．5―1：15．1―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエストエンド �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．9．8 中山3着

2017．3．28生 �5栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 22戦2勝 賞金 41，240，000円
〔その他〕 クリノカイザー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノカイザー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月22日まで出走できない。



12069 5月22日 晴 良 （4新潟1） 第6日 第9競走 ��1，800�
に の う じ

二 王 子 特 別
発走14時05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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

44 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 41：47．2 46．8�
710 フレイミングサン 牝4栗 55 菱田 裕二吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム 458＋ 6 〃 アタマ 5．8�
33 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± 01：47．51� 5．3�
22 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 57 原 優介子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 448± 0 〃 クビ 5．5�
11 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 2 〃 ハナ 7．4	
711 サザンナイツ �4黒鹿57 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 438－ 61：47．6� 72．0

57 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 496＋ 21：47．7� 3．1�
68 バルネージュ �4芦 57 松本 大輝手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 496－ 21：47．8� 223．8�
812 アウトオブサイト 牝4鹿 55 菅原 明良ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 502± 0 〃 アタマ 7．1
813 コスモミローディア 牡6黒鹿57 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 482± 01：48．22� 43．4�
56 	 パソロブレス 牡4黒鹿57 武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492－101：48．73 23．9�
45 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57 菊沢 一樹齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470－ 21：48．91 180．3�
69 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 B472± 01：49．11
 192．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，341，100円 複勝： 47，838，600円 枠連： 9，562，200円
馬連： 58，481，500円 馬単： 25，078，200円 ワイド： 50，950，100円
3連複： 90，078，200円 3連単： 120，949，200円 計： 441，279，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，680円 複 勝 � 900円 � 260円 � 190円 枠 連（4－7） 8，250円

馬 連 �� 12，710円 馬 単 �� 36，380円

ワ イ ド �� 3，400円 �� 2，110円 �� 940円

3 連 複 ��� 21，890円 3 連 単 ��� 211，800円

票 数

単勝票数 計 383411 的中 � 6547（9番人気）
複勝票数 計 478386 的中 � 10937（9番人気）� 49179（6番人気）� 78690（3番人気）
枠連票数 計 95622 的中 （4－7） 898（22番人気）
馬連票数 計 584815 的中 �� 3564（31番人気）
馬単票数 計 250782 的中 �� 517（75番人気）
ワイド票数 計 509501 的中 �� 3763（34番人気）�� 6148（21番人気）�� 14416（14番人気）
3連複票数 計 900782 的中 ��� 3086（63番人気）
3連単票数 計1209492 的中 ��� 414（483番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．6―48．7―1：00．6―1：12．5―1：23．7―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ズ リ ー ナ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 フォーティナイナーズサン デビュー 2019．12．1 中京1着

2017．5．8生 牝5鹿 母 カ ノ ン 母母 ピアノレッスン 21戦2勝 賞金 28，780，000円
〔3走成績による出走制限〕 トピックス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月22日まで平地競走に出走できない。

12070 5月22日 晴 良 （4新潟1） 第6日 第10競走 ��1，200�
ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走14時40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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

713 ビップエレナ 牝4芦 55 松本 大輝鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 466－ 21：11．9 22．2�
47 ヴァリアント 牡6青鹿57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 490＋ 4 〃 クビ 4．7�
46 メイショウツワブキ 牝4栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 496＋12 〃 ハナ 5．5�
23 ジューンステータス 牡6青鹿57 川須 栄彦吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B508＋ 41：12．0クビ 9．0�
611 ブーケオブアイリス 牡4黒鹿57 勝浦 正樹小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504－ 61：12．53 13．0�
610 コーリングローリー 牡5栗 57 菊沢 一樹伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 454－ 41：12．71� 21．9	
59 ラストサムライ 牡4芦 57 富田 暁玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 472－ 21：12．81 32．4

815 ゴールデンプルーフ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 486－ 41：12．9クビ 13．2�
58 カンタベリーマッハ 牡4鹿 57 丸山 元気峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 508－ 2 〃 ハナ 75．2
35 アルマセクメト 牝4黒鹿55 武藤 雅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 474＋ 21：13．32� 19．0�
22 スカリーワグ 牡4栗 57 藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 B520－ 81：13．83 10．8�
814 ラナチャンス 牡4鹿 57 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 474＋ 21：13．9� 3．5�
34 エターナルダイヤ 牡5栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：14．53� 134．1�
11 アイアムスゴスギル 牡5栗 57 荻野 極堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B502－ 41：14．6� 47．9�
712	 ミキノバスドラム 牡4鹿 57 原 優介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 518＋181：16．310 98．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，160，400円 複勝： 55，371，200円 枠連： 19，216，300円
馬連： 74，735，100円 馬単： 29，078，300円 ワイド： 70，696，800円
3連複： 130，276，800円 3連単： 137，764，500円 計： 560，299，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 510円 � 190円 � 210円 枠 連（4－7） 2，550円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 14，210円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 2，120円 �� 550円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 71，080円

票 数

単勝票数 計 431604 的中 � 15530（10番人気）
複勝票数 計 553712 的中 � 22729（9番人気）� 87234（2番人気）� 72480（3番人気）
枠連票数 計 192163 的中 （4－7） 5822（12番人気）
馬連票数 計 747351 的中 �� 10812（22番人気）
馬単票数 計 290783 的中 �� 1534（55番人気）
ワイド票数 計 706968 的中 �� 11042（22番人気）�� 8228（31番人気）�� 35639（2番人気）
3連複票数 計1302768 的中 ��� 11434（25番人気）
3連単票数 計1377645 的中 ��� 1405（232番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．4―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（12，13）14（6，15）1（3，7）（2，5）（4，8）9－11－10 4 ・（12，13）（6，14）（3，15）（1，7）－（2，8）4，9（5，11）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップエレナ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 El Prado デビュー 2020．9．20 中山15着

2018．4．7生 牝4芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 13戦3勝 賞金 32，906，000円
〔発走状況〕 ブーケオブアイリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 アルマセクメト号の騎手武藤雅は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブーケオブアイリス号は，令和4年5月23日から令和4年6月21日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノバスドラム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月22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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エコロマンボ号・カフェアヴニール号
（非抽選馬） 8頭 エリモグリッター号・キュウドウクン号・コルニリア号・ジュストコル号・ハギノオーロ号・ペイシャリルキス号・

ミフトゥーロ号・ロードレイライン号



12071 5月22日 晴 良 （4新潟1） 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，3．5．22以降4．5．15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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816� マリアズハート 牝6鹿 54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 500＋ 4 54．8 4．2�
612 ロードベイリーフ 牡5黒鹿54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 488＋ 6 54．9� 32．0�
35 シ ン シ テ ィ 牝5黒鹿52 富田 暁安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 476＋ 2 〃 クビ 31．1�
611 ビ リ ー バ ー 牝7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 464± 0 55．0アタマ 16．5�
23 ルッジェーロ 	7黒鹿55 岩田 康誠村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B508－ 4 55．1� 32．9	
24 オールアットワンス 牝4鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 456＋10 55．2� 9．5

713 オヌシナニモノ 牡5鹿 54 藤田菜七子ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 484± 0 〃 クビ 5．4�
815 ジュニパーベリー 牝5鹿 53 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B478－ 6 55．3クビ 3．4�
510 ダイメイフジ 牡8鹿 57 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 528－ 2 〃 クビ 43．8
36 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 52 斎藤 新 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494－ 6 55．4
 17．9�
11 � デトロイトテソーロ 牝5黒鹿53 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 474＋ 4 〃 ハナ 7．8�

714� イモータルスモーク 牡5鹿 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 米
Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

512－ 4 55．5クビ 27．2�
12 イーサンパンサー 牡6栗 53 勝浦 正樹国本 勇氏 鈴木慎太郎 浦河 東栄牧場 478－ 4 〃 ハナ 125．3�
48 アンコールプリュ 牝7黒鹿53 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 45．3�
47 トウショウピスト 牡10鹿 54 丸山 元気トウショウ産業� 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 486－14 〃 クビ 167．1�
59 ファンタジステラ 牡8鹿 53 丹内 祐次 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 432＋ 2 55．71 130．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，667，700円 複勝： 98，863，100円 枠連： 56，563，300円
馬連： 225，867，200円 馬単： 81，619，000円 ワイド： 156，291，900円
3連複： 416，072，700円 3連単： 445，209，300円 計： 1，569，154，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 790円 � 810円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 2，410円 �� 11，310円

3 連 複 ��� 63，500円 3 連 単 ��� 301，940円

票 数

単勝票数 計 886677 的中 � 166416（2番人気）
複勝票数 計 988631 的中 � 164014（2番人気）� 28735（10番人気）� 27866（11番人気）
枠連票数 計 565633 的中 （6－8） 44145（5番人気）
馬連票数 計2258672 的中 �� 26008（24番人気）
馬単票数 計 816190 的中 �� 6022（36番人気）
ワイド票数 計1562919 的中 �� 21620（20番人気）�� 16842（28番人気）�� 3495（82番人気）
3連複票数 計4160727 的中 ��� 4914（168番人気）
3連単票数 計4452093 的中 ��� 1069（787番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．6―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．9―32．5―43．4

上り4F43．0－3F32．9
勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2019．1．14 中山1着

2016．5．9生 牝6鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 20戦6勝 賞金 129，238，000円
〔制裁〕 デトロイトテソーロ号の騎手菅原明良は，競走後半で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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 クルークヴァール号・ローズオブシャロン号

12072 5月22日 晴 良 （4新潟1） 第6日 第12競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時00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
1：19．0
1：19．0

良
良

816 トーカイキング 牡4栗 57 荻野 極田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 462－ 21：21．7 4．5�
815� コスモアディラート 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 498＋101：22．02 3．8�
12 � ケリアテソーロ 牝4鹿 55 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 446－ 21：22．2� 24．6�
510 テイエムフローラ 牝5黒鹿 55

53 △角田 大和竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 470＋161：22．41	 23．4�
612 ミッキーハロー 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 440± 01：22．5� 23．0	
47 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± 01：22．6	 62．8

24 ユキノフラッシュ 牡4黒鹿57 菱田 裕二嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 482－ 8 〃 アタマ 9．0�
59 � ロングボウマン 牡4鹿 57 川須 栄彦ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 472－ 41：22．8� 9．4�
23 � アウトレイジング 牡4青鹿57 菅原 明良三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 432＋ 81：22．9	 17．2
611� ラルワースコーヴ 牝5青鹿55 斎藤 新兼子 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 470＋ 2 〃 クビ 38．5�
11 シ ベ ー ル 牝5鹿 55 西村 淳也 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 6 〃 アタマ 5．2�
713 ヒナノコバン 牡5鹿 57

55 △松本 大輝日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 464－ 81：23．0クビ 76．9�
35 メイショウコミチ 牝6鹿 55

51 ★今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：23．1	 38．2�
48 ミーハディビーナ 牝5青鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 438－ 4 〃 クビ 125．5�
714 ヤマニンエルモサ 牝5鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 490－ 41：23．41� 11．4�
36 オセアジャスティス 牡4鹿 57

54 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 B528＋ 21：24．46 164．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，385，500円 複勝： 36，131，400円 枠連： 17，407，600円
馬連： 67，213，800円 馬単： 24，547，000円 ワイド： 49，563，400円
3連複： 108，997，700円 3連単： 122，723，600円 計： 454，970，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 170円 � 490円 枠 連（8－8） 1，110円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，140円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 26，300円

票 数

単勝票数 計 283855 的中 � 49379（2番人気）
複勝票数 計 361314 的中 � 76661（1番人気）� 61205（2番人気）� 13589（8番人気）
枠連票数 計 174076 的中 （8－8） 12067（5番人気）
馬連票数 計 672138 的中 �� 50031（1番人気）
馬単票数 計 245470 的中 �� 8195（2番人気）
ワイド票数 計 495634 的中 �� 28377（1番人気）�� 5698（25番人気）�� 5233（29番人気）
3連複票数 計1089977 的中 ��� 10754（20番人気）
3連単票数 計1227236 的中 ��� 3382（52番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―11．8―11．5―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．9―46．7―58．2―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 15，16（1，2，10，14）（7，9）（3，4，11，13）（5，8，12）－6 4 15，16（1，2）（10，14）（7，9）4（3，11，13）（5，8，12）－6

勝馬の
紹 介

トーカイキング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2020．7．11 阪神3着

2018．2．24生 牡4栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 21戦2勝 賞金 24，580，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ユキノフラッシュ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※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 ドリアード号
（非抽選馬） 1頭 アランチャアミーゴ号

３レース目



（4新潟1）第6日 5月22日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

201，480，000円
1，730，000円
20，870，000円
1，650，000円
25，870，000円
74，138，000円
5，556，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
423，870，200円
570，843，300円
175，035，600円
740，397，700円
313，597，300円
641，515，300円
1，256，785，800円
1，444，014，000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 5，566，059，200円

総入場人員 9，119名 （有料入場人員 7，684名）
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