
12085 5月29日 晴 稍重 （4新潟1） 第8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

713 オースミメッシーナ 牝3栗 54
50 ★今村 聖奈�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：12．0 2．4�

47 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 448＋ 81：12．42 2．5�
712 シゲルハナミザケ 牝3栗 54

52 △松本 大輝森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 474＋121：13．04 21．8�
35 クラリティスケール 牝3青 54

51 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 444＋ 41：13．21 18．4�

59 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 444＋ 21：13．3� 8．0�

815 ラブミードゥ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 434－ 21：13．61� 83．7	

46 ネコニャンニャン 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 502± 01：13．7� 6．7


610 アポロリップ 牝3鹿 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 510＋ 61：14．23 68．5�
611 メイショウコマヒメ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 414＋141：14．3� 139．7�
34 フジサンリンバン 牝3栗 54 津村 明秀藤田 秀行氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 470＋ 41：14．51� 272．8
814 プリンセスロージー 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔内藤 好江氏 小桧山 悟 日高 中館牧場 484＋ 21：14．81� 410．0�
22 タマモベローナ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみタマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 478＋141：14．9クビ 30．2�
23 ノーブルブロンド 牝3栗 54 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 むかわ 市川牧場 B450－ 61：15．0� 196．2�
58 テンブーミング 牝3鹿 54 杉原 誠人天白 泰司氏 伊藤 大士 浦河 �川 啓一 432＋ 4 〃 アタマ 245．4�
11 ミ ウ ィ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔�ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 422± 01：16．06 355．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，752，500円 複勝： 36，242，200円 枠連： 9，211，100円
馬連： 44，861，400円 馬単： 23，932，900円 ワイド： 47，012，200円
3連複： 76，859，200円 3連単： 87，665，000円 計： 354，536，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 110円 � 340円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 600円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 287525 的中 � 92395（1番人気）
複勝票数 計 362422 的中 � 93135（2番人気）� 102235（1番人気）� 15454（6番人気）
枠連票数 計 92111 的中 （4－7） 28333（1番人気）
馬連票数 計 448614 的中 �� 116372（1番人気）
馬単票数 計 239329 的中 �� 32782（1番人気）
ワイド票数 計 470122 的中 �� 96057（1番人気）�� 17819（7番人気）�� 17573（8番人気）
3連複票数 計 768592 的中 ��� 40797（4番人気）
3連単票数 計 876650 的中 ��� 13674（9番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．4―12．2―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．9―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミメッシーナ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．2．27 小倉8着

2019．5．1生 牝3栗 母 ナリタジューン 母母 オースミリンド 5戦1勝 賞金 9，120，000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。
（非抽選馬） 1頭 トニカクビジン号

12086 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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

611 タイキバンディエラ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 492＋ 41：09．9 109．9�

11 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 488＋ 81：10．11� 6．1�
714 コスモプルエバ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 2 〃 クビ 13．9�
713 ダイヤモンドフジ 牡3鹿 56 武藤 雅 �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 456＋ 61：10．2クビ 4．9�
36 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 西村 淳也河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 482± 0 〃 ハナ 5．0	
815 ベルシャンテ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：10．3� 6．0

48 ア リ ビ オ 牝3鹿 54 津村 明秀本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 436－ 6 〃 クビ 98．0�
35 ナムラキャッツ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 408＋ 21：10．4クビ 97．9�
612 ゴーウィズフェイス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 480＋281：10．5� 4．2
47 リゾルテッツァ 牡3栗 56

54 △角田 大和 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム B490± 0 〃 クビ 17．9�
24 イデアノキセキ 牡3青鹿 56

54 △松本 大輝益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 436－ 4 〃 アタマ 25．0�
12 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 430－ 21：10．71� 35．9�
510 チ ア リ ン グ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 456＋ 61：10．8� 75．5�
816 リ カ ス テ 牝3芦 54

50 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 宮内牧場 454 ―1：11．65 60．2�

23 ライブリスマイル 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹加藤 哲郎氏 森田 直行 宮城 早坂牧場 470＋ 41：12．13 257．3�

59 ホワイトスパイダー 牝3芦 54
51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 396＋ 61：12．52� 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，332，000円 複勝： 48，338，700円 枠連： 9，016，600円
馬連： 47，498，100円 馬単： 20，193，000円 ワイド： 57，303，100円
3連複： 77，609，800円 3連単： 71，214，500円 計： 362，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，990円 複 勝 � 3，440円 � 300円 � 530円 枠 連（1－6） 1，600円

馬 連 �� 51，700円 馬 単 �� 105，170円

ワ イ ド �� 17，090円 �� 23，990円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 163，960円 3 連 単 ��� 1，147，340円

票 数

単勝票数 計 313320 的中 � 2280（15番人気）
複勝票数 計 483387 的中 � 3229（15番人気）� 49154（5番人気）� 23662（6番人気）
枠連票数 計 90166 的中 （1－6） 4361（10番人気）
馬連票数 計 474981 的中 �� 712（74番人気）
馬単票数 計 201930 的中 �� 144（158番人気）
ワイド票数 計 573031 的中 �� 914（88番人気）�� 650（94番人気）�� 6303（26番人気）
3連複票数 計 776098 的中 ��� 355（274番人気）
3連単票数 計 712145 的中 ��� 45（1731番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．7―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキバンディエラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．9．25 中山13着

2019．2．28生 牡3黒鹿 母 タイキキララ 母母 タイキステラ 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ホワイトスパイダー号の騎手佐々木大輔は，3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・12

番・15番）
ショウナンタイジュ号の騎手丸山元気は，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。

※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。
（非抽選馬） 3頭 シャイニーポケット号・ツキニホエル号・ハルノヒ号

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

第１回 新潟競馬 第８日



12087 5月29日 晴 稍重 （4新潟1） 第8日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50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

69 レ イ メ イ 牡3鹿 56
55 ☆泉谷 楓真岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 484－ 21：55．6 3．3�
11 エルザストラウム 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 448± 01：55．7� 48．6�
813 ア オ カ ミ 牡3青 56

55 ☆秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 460± 01：55．91� 2．9�
33 キタノデイジョブ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 三石川上牧場 480－ 21：56．1� 7．8�
711 パーラーギター 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434± 01：56．73� 20．3�
814 サトノキリンジ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子 	サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 464＋161：56．8� 7．1

46 テイエムラヴィータ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 カミイスタット 526＋10 〃 クビ 9．2�
57 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 B442－ 41：56．9� 20．9�
712 コールドブリュー 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 464－ 41：57．11 243．2
610 コスモブライヤー 牡3芦 56

54 △角田 大和 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 478＋ 41：57．95 16．6�
58 アラッキーフェイス 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ STレーシング 坂口 智康 新冠 武田牧場 B430± 0 〃 クビ 28．6�
22 スケサンカクサン 牡3芦 56

53 ▲土田 真翔小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 448－ 81：58．11 211．9�
45 ピアーステソーロ 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔了德寺健二ホール
ディングス	 加藤士津八 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B490＋ 41：58．63 198．9�
34 ファーストマン 牡3栗 56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 白井牧場 516＋141：58．8� 57．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，582，000円 複勝： 34，332，100円 枠連： 9，494，900円
馬連： 38，096，700円 馬単： 18，044，100円 ワイド： 45，199，600円
3連複： 59，921，100円 3連単： 63，248，600円 計： 295，919，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 750円 � 130円 枠 連（1－6） 8，520円

馬 連 �� 11，240円 馬 単 �� 16，130円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 240円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 82，170円

票 数

単勝票数 計 275820 的中 � 65055（2番人気）
複勝票数 計 343321 的中 � 71207（2番人気）� 7253（10番人気）� 82397（1番人気）
枠連票数 計 94949 的中 （1－6） 863（19番人気）
馬連票数 計 380967 的中 �� 2626（31番人気）
馬単票数 計 180441 的中 �� 839（54番人気）
ワイド票数 計 451996 的中 �� 3429（31番人気）�� 61316（1番人気）�� 3400（32番人気）
3連複票数 計 599211 的中 ��� 4628（32番人気）
3連単票数 計 632486 的中 ��� 558（243番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．3―13．5―12．8―11．9―12．8―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．0―51．5―1：04．3―1：16．2―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ メ イ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．12．28 阪神11着

2019．4．23生 牡3鹿 母 タイムピース 母母 エアラグーン 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 アラッキーフェイス号・スケサンカクサン号・ピアーステソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年7月29日まで平地競走に出走できない。

12088 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第4競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時20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

610 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 496＋ 43：11．0 2．5�
34 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 452－ 23：11．1� 6．9�
22 アースブレイブ �5青鹿60 五十嵐雄祐松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 458－ 43：12．69 57．7�
33 ミッキーセサミ 牡4青鹿59 草野 太郎野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478＋ 83：12．91� 6．2�
46 ハイオソラール 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 522± 03：13．0� 10．0�
813 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 486＋ 43：13．31� 15．7	
58 � 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 514－ 23：14．04 25．6

711 ヴィーヴァバッカス 牡7栗 60 伴 啓太芹澤 精一氏 相沢 郁 様似 清水スタッド 486＋ 83：14．1クビ 72．1�
11 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 B444＋ 23：15．27 20．5�
69 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 小野寺祐太山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 458± 03：15．41� 131．6
712 アドラメレク 牡8黒鹿60 小坂 忠士�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478＋ 63：16．35 64．3�
45 アフィラトゥーラ 牡5黒鹿60 植野 貴也加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 506－ 43：18．8大差 76．7�
57 サトノエルドール 牡6鹿 60 石神 深一 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 476－123：19．97 4．3�
814� ターキッシュバン 牝7鹿 58 大庭 和弥奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 折手牧場 450－ 63：20．85 318．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，828，100円 複勝： 28，297，800円 枠連： 9，210，200円
馬連： 33，191，500円 馬単： 16，425，500円 ワイド： 36，188，100円
3連複： 63，268，700円 3連単： 67，676，700円 計： 277，086，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 180円 � 770円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，580円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 42，150円

票 数

単勝票数 計 228281 的中 � 71823（1番人気）
複勝票数 計 282978 的中 � 68009（1番人気）� 42791（2番人気）� 6328（10番人気）
枠連票数 計 92102 的中 （3－6） 15010（1番人気）
馬連票数 計 331915 的中 �� 24360（3番人気）
馬単票数 計 164255 的中 �� 7682（3番人気）
ワイド票数 計 361881 的中 �� 25718（3番人気）�� 3613（29番人気）�� 4172（25番人気）
3連複票数 計 632687 的中 ��� 4404（37番人気）
3連単票数 計 676767 的中 ��� 1164（144番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 50．6－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ギ サ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．1．5 中京2着

2018．2．16生 牝4鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔騎手変更〕 ハイオソラール号の騎手北沢伸也は，第7日第4競走での負傷のため小牧加矢太に変更。
※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 ファルヴォーレ号



12089 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時20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

814 ソールズベリー 牝3青鹿 54
51 ▲佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B460＋ 21：12．4 9．1�
58 グラサージュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 516－ 41：13．14 4．4�
611 カ ル ド 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹山口 敦広氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 452＋ 4 〃 クビ 2．0�
59 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 450＋ 2 〃 ハナ 10．0�
34 エンロサディラ 牝3栗 54

51 ▲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 432＋ 21：13．41� 90．0�
47 ルナエルモッサ 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 41：13．6� 6．8	
46 リアルファンタジア 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B450－ 21：13．81� 75．2

610 ペイシャアート 牝3芦 54 黛 弘人北所 直人氏 土田 稔 平取 赤石牧場 B494－ 8 〃 アタマ 391．5�
11 エムアイリーズン 牝3栗 54

51 ▲原 優介岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 470＋ 2 〃 クビ 21．5�
815 コパノランサー 牡3栗 56 菱田 裕二小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 510＋ 21：13．9アタマ 50．8
35 ビップレジアス 牝3鹿 54

52 △松本 大輝鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 新ひだか 城地牧場 458＋ 21：14．22 98．0�
22 ミッキーピーナッツ 牡3鹿 56 丸山 元気野田みづき氏 尾関 知人 日高 白井牧場 498－ 41：15．05 65．0�
713 セイウンリーチ 牡3鹿 56 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 フクオカファーム 476＋ 81：15．21� 21．2�
23 ジャズラップ 牝3青鹿54 西村 淳也市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 426－ 81：16．15 165．6�
712 ミキノチョキンバコ 牡3青鹿56 岩部 純二谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 492－ 81：16．42 345．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，131，300円 複勝： 44，192，600円 枠連： 9，578，800円
馬連： 41，727，400円 馬単： 20，113，100円 ワイド： 49，645，000円
3連複： 68，180，300円 3連単： 79，226，400円 計： 345，794，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 190円 � 140円 � 110円 枠 連（5－8） 1，400円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 780円 �� 360円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 331313 的中 � 29036（4番人気）
複勝票数 計 441926 的中 � 39435（5番人気）� 72608（2番人気）� 153650（1番人気）
枠連票数 計 95788 的中 （5－8） 5267（5番人気）
馬連票数 計 417274 的中 �� 12415（8番人気）
馬単票数 計 201131 的中 �� 3336（15番人気）
ワイド票数 計 496450 的中 �� 14810（9番人気）�� 36313（3番人気）�� 66714（1番人気）
3連複票数 計 681803 的中 ��� 46475（1番人気）
3連単票数 計 792264 的中 ��� 5464（24番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．2―12．3―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．6―45．9―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．8
3 ・（1，8，9，11）－14－（7，4）（5，6）2，15－10－13－12，3 4 ・（1，8，9，11）－14－（7，4）－（2，5，6）15－10＝13－（3，12）

勝馬の
紹 介

ソールズベリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．30 東京8着

2019．5．8生 牝3青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 5戦1勝 賞金 5，720，000円
〔発走状況〕 ルナエルモッサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

12090 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第6競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時50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
2：10．8
2：09．0

良
良

811 コスモフロイデ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 460－ 22：16．7 3．8�
68 リッチブラック 牡3青 56

52 ★今村 聖奈辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 458－ 42：16．8� 2．6�
79 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 黛 弘人井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 456－ 4 〃 ハナ 5．9�
44 バレエマスター 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 470± 02：17．22 6．9�
33 シャトンアンジュ 牝3黒鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 7．4�
812 マイネルイージス 牡3芦 56 津村 明秀 	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 468＋ 62：17．3� 16．6

710 バンフィエルド 牡3栗 56 川又 賢治	G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋142：17．4クビ 26．0�
22 ブレイクザソング 牡3栗 56

54 △松本 大輝井上 久光氏 戸田 博文 日高 サンバマウン
テンファーム 480＋142：17．93 334．3�

67 プレシャスソウル 牡3鹿 56
55 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：18．11� 35．3

55 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± 02：18．73� 41．2�
56 キャンミナーレ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子	G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 480＋ 22：19．34 112．3�
11 アスールパースト 牡3黒鹿56 杉原 誠人	アスール 伊藤 大士 日高 木村牧場 B486－122：20．89 298．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，604，600円 複勝： 41，842，300円 枠連： 8，031，300円
馬連： 40，798，900円 馬単： 20，966，800円 ワイド： 47，104，700円
3連複： 65，597，500円 3連単： 86，811，300円 計： 346，757，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 340円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 356046 的中 � 73979（2番人気）
複勝票数 計 418423 的中 � 80761（2番人気）� 99617（1番人気）� 68297（3番人気）
枠連票数 計 80313 的中 （6－8） 16666（1番人気）
馬連票数 計 407989 的中 �� 60850（1番人気）
馬単票数 計 209668 的中 �� 12790（2番人気）
ワイド票数 計 471047 的中 �� 58283（1番人気）�� 36344（2番人気）�� 35745（4番人気）
3連複票数 計 655975 的中 ��� 53125（1番人気）
3連単票数 計 868113 的中 ��� 11972（6番人気）

ハロンタイム 13．2―10．8―12．4―13．4―13．3―12．7―12．1―12．2―11．7―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．0―36．4―49．8―1：03．1―1：15．8―1：27．9―1：40．1―1：51．8―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモフロイデ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．6．27 東京11着

2019．4．6生 牡3栗 母 レスタンノール 母母 ディラローシェ 9戦1勝 賞金 12，210，000円
〔3走成績による出走制限〕 プレシャスソウル号・アスールパースト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29日まで

平地競走に出走できない。



12091 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20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

815� ブ ル レ ス カ 牝4栗 55
51 ★今村 聖奈前田 幸治氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－181：53．9 5．1�
814 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± 0 〃 � 6．2�
58 � テンナイトパール 牝6鹿 55 勝浦 正樹天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 494± 01：54．64 59．2�
712 エアーレジーナ 牝4鹿 55 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：55．02� 135．4�
713 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± 01：55．21� 72．5�
46 � ココリミネルヴァ 牝5黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 434＋ 41：55．41� 68．3	
611� 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 488＋ 81：55．5クビ 104．8�

35 ミュアウッズ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B566－101：55．71� 2．9�
11 レープハフト 牝4鹿 55

52 ▲原 優介山本 剛士氏 中舘 英二 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 41：56．02 20．8
610� サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：56．74 63．7�
59 パレドジュスティス 牝4芦 55 菊沢 一樹 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B444－101：57．12� 14．7�
47 レッドカルム 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人 
東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 530± 01：57．52� 36．5�
34 ラブロッソー 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 61：57．6クビ 10．6�
22 ジョリーブレス 牝4鹿 55 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：58．02� 18．1�
23 マテンロウルビー 牝4鹿 55

53 △角田 大和寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 448－ 81：58．74 5．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，179，300円 複勝： 40，742，200円 枠連： 11，758，300円
馬連： 43，709，800円 馬単： 19，595，500円 ワイド： 51，890，100円
3連複： 79，672，900円 3連単： 81，242，800円 計： 358，790，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 190円 � 1，050円 枠 連（8－8） 2，100円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 610円 �� 5，400円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 19，330円 3 連 単 ��� 78，740円

票 数

単勝票数 計 301793 的中 � 46475（2番人気）
複勝票数 計 407422 的中 � 53516（4番人気）� 63809（3番人気）� 7761（11番人気）
枠連票数 計 117583 的中 （8－8） 4336（7番人気）
馬連票数 計 437098 的中 �� 21103（4番人気）
馬単票数 計 195955 的中 �� 4975（6番人気）
ワイド票数 計 518901 的中 �� 24799（4番人気）�� 2529（51番人気）�� 3331（44番人気）
3連複票数 計 796729 的中 ��� 3090（62番人気）
3連単票数 計 812428 的中 ��� 748（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．4―49．0―1：01．4―1：13．7―1：27．0―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．2
1
3

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

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

�ブ ル レ ス カ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 マンハッタンカフェ

2018．3．19生 牝4栗 母 キングベイビー 母母 シネマスコープ 7戦1勝 賞金 11，320，000円
初出走 JRA

〔その他〕 レープハフト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レープハフト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月29日まで出走できない。

12092 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50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

56 ネオトゥルー 牡5鹿 57 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 484－ 61：12．0 5．4�
68 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 486－ 21：12．1クビ 12．6�
813 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 436＋ 4 〃 クビ 4．5�
11 � ナ サ 牝4黒鹿55 菱田 裕二杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 452－ 21：12．31� 4．2�
69 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 武藤 雅澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B492－ 81：12．4� 21．2�
812 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 454－ 21：12．5� 6．3�
711 カップッチョ 牡5鹿 57 杉原 誠人	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 476－ 6 〃 ハナ 49．0

33 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55

54 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 450± 01：12．6� 61．2�
710 キャンディキューブ 牝4黒鹿 55

53 △松本 大輝原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 456－ 61：12．91� 28．6�
22 � 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± 01：13．53� 14．4
44 � ダイメイソテツ 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈宮本 孝一氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 522＋ 81：13．81� 45．2�
45 � リアルヴィジョン 	4黒鹿57 岩部 純二﨏 文彦氏 天間 昭一 浦河 山田 昇史 450± 01：14．65 102．2�
57 ノアファンタジー 牝4鹿 55

53 △角田 大和佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 482＋101：15．55 6．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，482，100円 複勝： 37，420，200円 枠連： 12，095，000円
馬連： 43，495，400円 馬単： 20，223，800円 ワイド： 48，320，500円
3連複： 76，082，200円 3連単： 84，396，600円 計： 352，515，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 340円 � 170円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 450円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 32，580円

票 数

単勝票数 計 304821 的中 � 44743（3番人気）
複勝票数 計 374202 的中 � 62538（2番人気）� 22527（7番人気）� 64525（1番人気）
枠連票数 計 120950 的中 （5－6） 5826（6番人気）
馬連票数 計 434954 的中 �� 9031（15番人気）
馬単票数 計 202238 的中 �� 2938（23番人気）
ワイド票数 計 483205 的中 �� 9465（17番人気）�� 31061（3番人気）�� 10369（14番人気）
3連複票数 計 760822 的中 ��� 15312（9番人気）
3連単票数 計 843966 的中 ��� 1878（107番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．1―11．9―12．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―33．9―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオトゥルー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2019．11．2 東京4着

2017．4．30生 牡5鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 21戦2勝 賞金 27，990，000円
〔発走状況〕 ヴァルゴスピカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ヴァルゴスピカ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ノアファンタジー号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



12093 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第9競走 2，000�
い し う ち

石 打 特 別
発走14時25分 （芝・左・外）

牝，4歳以上，1勝クラス；負担重量は，55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

56 エニシノウタ 牝4黒鹿55 丸山 元気岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 448＋ 21：59．4 5．3�
22 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 55 角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 474＋ 41：59．5� 4．6�
68 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 川又 賢治�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 466－161：59．6クビ 14．0�
710 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿55 津村 明秀栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 470± 0 〃 クビ 6．3�
11 ブライズルーム 牝4黒鹿55 西村 淳也�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 444＋121：59．7� 3．8	
69 ア ー ダ レ イ 牝4鹿 55 泉谷 楓真 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460＋162：00．02 16．0

33 ブ リ ン ク 牝4黒鹿55 菱田 裕二吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B464＋162：00．31� 11．9�
44 セレンゲティ 牝4芦 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 クビ 81．7�
813 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 黛 弘人�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 B442± 02：00．51� 29．4
812 ピ ナ 牝4鹿 55 秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B488＋ 62：00．81� 9．9�
711� ラストエクセル 牝5栗 55 藤田菜七子 �ニッシンホール

ディングス 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 434－102：01．12 72．4�
45 ユーベルント 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新冠 松浦牧場 442± 02：01．73� 161．2�
57 コウソクカレン 牝4鹿 55 勝浦 正樹野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 494± 02：02．33� 21．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，518，800円 複勝： 41，179，900円 枠連： 10，226，100円
馬連： 50，110，600円 馬単： 21，534，800円 ワイド： 50，656，500円
3連複： 78，795，900円 3連単： 89，371，800円 計： 374，394，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 170円 � 280円 枠 連（2－5） 880円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 380円 �� 820円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 325188 的中 � 48740（3番人気）
複勝票数 計 411799 的中 � 67052（3番人気）� 68962（2番人気）� 31803（6番人気）
枠連票数 計 102261 的中 （2－5） 8917（3番人気）
馬連票数 計 501106 的中 �� 43648（1番人気）
馬単票数 計 215348 的中 �� 8689（2番人気）
ワイド票数 計 506565 的中 �� 39820（1番人気）�� 16301（9番人気）�� 11620（13番人気）
3連複票数 計 787959 的中 ��� 19116（6番人気）
3連単票数 計 893718 的中 ��� 5387（23番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．2―11．5―11．7―12．2―12．7―12．1―11．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―34．6―46．1―57．8―1：10．0―1：22．7―1：34．8―1：46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エニシノウタ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．28 阪神2着

2018．4．29生 牝4黒鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 19戦1勝 賞金 35，652，000円

12094 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第10競走 ��1，200�
き よ つ き ょ う

清 津 峡 特 別
発走15時05分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，3．5．29以降4．5．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

816 スイーツマジック 牝4鹿 53 勝浦 正樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 476－ 41：08．9 10．5�
815 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 53 津村 明秀水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 454－ 41：09．0クビ 5．9�
611 シオミチクレバ 牝5鹿 52 菊沢 一樹谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 51．8�
713 メイショウエニシア 牝4青鹿54 泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 450＋ 41：09．1クビ 5．7�
24 セ リ シ ア 牝4芦 52 角田 大和西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460± 0 〃 アタマ 14．8	
47 アセンダント 牝6鹿 52 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 470＋ 81：09．2� 21．1�
48 サトノルーチェ 牝4鹿 54 菱田 裕二 
サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426± 01：09．3� 3．3�
11 チャイブテソーロ 牝4栗 51 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス
 武市 康男 日高 本間牧場 476－ 21：09．4クビ 45．8
612� ジュストコル 牡4鹿 55 西村 淳也吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B506＋ 2 〃 アタマ 8．2�
35 � メイショウイジゲン 牡4芦 53 松本 大輝松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440－ 7 〃 アタマ 56．6�
59 エスジープリンセス 牝4芦 52 杉原 誠人後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B468－ 4 〃 クビ 18．6�
510� スズノフブキ 	8鹿 51 横山 琉人小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B486＋ 41：09．5� 70．1�
23 ホーリーライン 牝6青鹿52 丸山 元気 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 446－ 21：09．6クビ 35．8�
714 カフェアヴニール 牡4青鹿54 秋山 稔樹西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 472± 0 〃 クビ 49．6�
36 スズカフェラリー 牝7鹿 52 今村 聖奈永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458＋101：09．7� 24．2�
12 サニーオーシャン 牡4鹿 56 武藤 雅海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 462± 01：10．22� 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，278，500円 複勝： 63，241，600円 枠連： 24，451，800円
馬連： 120，073，300円 馬単： 43，152，000円 ワイド： 102，462，200円
3連複： 194，018，900円 3連単： 195，605，000円 計： 789，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 380円 � 240円 � 1，220円 枠 連（8－8） 3，070円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 8，360円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 44，770円 3 連 単 ��� 229，100円

票 数

単勝票数 計 462785 的中 � 35160（5番人気）
複勝票数 計 632416 的中 � 43315（5番人気）� 81759（3番人気）� 11504（14番人気）
枠連票数 計 244518 的中 （8－8） 6156（15番人気）
馬連票数 計1200733 的中 �� 30965（10番人気）
馬単票数 計 431520 的中 �� 5066（22番人気）
ワイド票数 計1024622 的中 �� 26963（8番人気）�� 3285（75番人気）�� 5050（57番人気）
3連複票数 計1940189 的中 ��� 3250（144番人気）
3連単票数 計1956050 的中 ��� 619（729番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．0―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイーツマジック �
�
父 コパノリチャード �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2020．8．29 新潟7着

2018．3．1生 牝4鹿 母 ハミングトップ 母母 スピードハミング 22戦3勝 賞金 44，229，000円

３レース目



12095 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第11競走 1，600�
み く に

三 国 特 別
発走15時55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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

44 � 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 504－101：34．0 4．4�

812 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 462－ 6 〃 � 5．5�
68 エルモドーロ 牡4栗 57 西村 淳也窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－ 61：34．1� 9．4�
813 トーホウディアス 牡4栗 57 松本 大輝東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－101：34．2クビ 2．3�
33 � セブンフォールド 牡4鹿 57 秋山 稔樹 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 15．1	
57 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿57 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 2 〃 クビ 29．6

45 コスモアシュラ 牡4芦 57 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 518－ 21：34．3クビ 10．2�
711� グリュレーヴ 牝4芦 55 泉谷 楓真飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 496＋101：34．61� 32．2�
22 � インディナート 牝4黒鹿55 原 優介 KAJIMOTOホー

ルディングス� 堀内 岳志 新ひだか タガミファーム 452± 0 〃 クビ 73．5
56 スズカメジャー 牡8鹿 57 勝浦 正樹永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 516＋161：35．02� 39．5�
710� キャットリング 牝4青鹿55 角田 大和榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 426－ 21：35．1クビ 62．1�
11 ロードリスペクト 牡4鹿 57 川又 賢治 �ロードホースクラブ 中村 直也 浦河 宮内牧場 B488± 01：35．73� 62．1�
69 エスタンピージャ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：37．29 98．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，944，300円 複勝： 38，052，800円 枠連： 20，375，400円
馬連： 83，910，200円 馬単： 36，391，700円 ワイド： 59，371，800円
3連複： 127，979，500円 3連単： 165，427，700円 計： 567，453，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 180円 � 240円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 420円 �� 800円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 13，570円

票 数

単勝票数 計 359443 的中 � 64393（2番人気）
複勝票数 計 380528 的中 � 74328（2番人気）� 56316（3番人気）� 35117（4番人気）
枠連票数 計 203754 的中 （4－8） 47316（1番人気）
馬連票数 計 839102 的中 �� 60566（4番人気）
馬単票数 計 363917 的中 �� 13320（7番人気）
ワイド票数 計 593718 的中 �� 40201（3番人気）�� 19590（8番人気）�� 18933（10番人気）
3連複票数 計1279795 的中 ��� 27615（11番人気）
3連単票数 計1654277 的中 ��� 8835（33番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．9―12．2―11．4―11．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．5―46．4―58．6―1：10．0―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルダグラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤコジーン

2018．6．2生 牡4鹿 母 マイネアルデュール 母母 コスモハーティネス 14戦1勝 賞金 21，772，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 インディナート号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

12096 5月29日 晴 良 （4新潟1） 第8日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16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

610 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 476＋ 21：53．4 6．6�
59 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 B492－ 41：53．5クビ 12．2�
814 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± 01：53．71� 2．9�
815 サンズオブタイム 牡4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 21：53．8クビ 4．8�

47 イシュタルゲート 牡6鹿 57
55 △角田 大和吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 522± 01：54．33 12．5�

11 ジンフラッシュ 牡5青鹿57 武藤 雅長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 502＋ 81：54．83 34．8	
712 ユキノアンビシャス 牡7鹿 57 勝浦 正樹井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 490－ 8 〃 クビ 132．8

23 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 6 〃 アタマ 8．3�
611 トーセンマーク 牡4栗 57

54 ▲横山 琉人島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 512＋ 21：55．97 66．3

34 � ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト
クラブ 498－ 21：56．0� 132．7�

58 スパニッシュアート 牝5黒鹿55 丹内 祐次�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 430＋ 21：56．1クビ 62．6�
35 ヴォーグマチネ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介志村 幸彦氏 堀内 岳志 新冠 坂元 芳春 494± 01：56．31	 52．7�
713 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 472± 01：56．4� 36．8�
22 � 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± 01：56．61	 122．6�

46 グランメテオール 牡4栗 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498＋221：57．34 7．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，373，200円 複勝： 84，921，700円 枠連： 29，889，900円
馬連： 129，058，000円 馬単： 51，471，700円 ワイド： 123，541，900円
3連複： 222，390，200円 3連単： 242，339，300円 計： 944，985，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 340円 � 140円 枠 連（5－6） 3，420円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 360円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計 613732 的中 � 73490（3番人気）
複勝票数 計 849217 的中 � 86959（4番人気）� 50040（7番人気）� 218431（1番人気）
枠連票数 計 298899 的中 （5－6） 6756（12番人気）
馬連票数 計1290580 的中 �� 25852（16番人気）
馬単票数 計 514717 的中 �� 5336（28番人気）
ワイド票数 計1235419 的中 �� 27390（16番人気）�� 100817（2番人気）�� 59692（4番人気）
3連複票数 計2223902 的中 ��� 69159（4番人気）
3連単票数 計2423393 的中 ��� 8419（56番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―12．9―12．2―12．2―13．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．3―50．2―1：02．4―1：14．6―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
6（9，10）（2，15）14（1，13）3，7，4，11（5，12）－8・（6，9）10（14，15）（3，7）13（2，1，12）－（4，11，5）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンハイファイブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Galileo デビュー 2020．10．18 京都2着

2018．4．16生 牡4鹿 母 ブライスキャニオン 母母 Bright Sky 10戦1勝 賞金 12，400，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ハイラブハンター号の騎手松本大輝は，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：3番・6番）
サンズオブタイム号の騎手秋山稔樹は，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〕 ヴォーグマチネ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヴォーグマチネ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月29日まで出走できない。



（4新潟1）第8日 5月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171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

178，050，000円
3，020，000円
21，840，000円
1，500，000円
22，460，000円
73，986，000円
5，528，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
416，006，700円
538，804，100円
163，339，400円
716，531，300円
312，044，900円
718，695，700円
1，190，376，200円
1，314，225，700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 5，370，024，000円

総入場人員 11，404名 （有料入場人員 9，713名）



令和4年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，333頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，624，390，000円
18，060，000円
174，120，000円
11，690，000円
204，860，000円
573，851，000円
45，231，500円
12，796，800円

勝馬投票券売得金
3，305，822，000円
4，286，835，800円
1，287，419，800円
5，815，231，000円
2，448，940，600円
5，171，662，000円
9，690，227，800円
10，981，333，800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 42，987，472，800円

総入場延人員 65，019名 （有料入場延人員 55，302名）
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