
枠
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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
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単勝
人気

13025 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第1競走 1，800�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

59 ネオボーゲン 牡3鹿 56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 420－ 41：56．1 36．2�
23 ワンダーアマルフィ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 490＋ 4 〃 クビ 67．0�
47 イッツオーライト 牡3栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 460＋ 8 〃 アタマ 127．5�
713 ヴィルトゥオーゾ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 482＋ 41：56．3� 18．9�
46 アグードイメル 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 480－ 21：56．51� 7．5�
611 スマイリースマイル 牡3栗 56 中谷 雄太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B512＋ 21：56．6� 5．6�
610 ホウオウセレシオン 牡3黒鹿56 丸山 元気小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506 ―1：56．7� 14．3	
35 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460± 01：56．8� 5．0�

58 タイセイノーヴァ 牡3栗 56 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 490± 01：57．01� 62．6�
34 ヴェルテックス 牡3栗 56 川又 賢治 シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524－ 2 〃 クビ 3．3�
712 リッカロッキー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 492＋101：57．31� 123．5�
11 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 
Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B460－ 41：57．4クビ 8．7�

22 フェリシアーノ 牡3鹿 56
55 ☆団野 大成飯塚 知一氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：57．61� 9．9�
815 アンタルクティクス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新冠 村上 進治 492－ 21：58．45 159．3�
814 テイエムヒューザー 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 516－102：00．3大差 39．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，380，600円 複勝： 39，090，600円 枠連： 8，902，300円
馬連： 39，666，600円 馬単： 17，934，000円 ワイド： 35，558，700円
3連複： 62，949，700円 3連単： 64，021，500円 計： 288，504，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 980円 � 2，580円 � 3，530円 枠 連（2－5） 10，040円

馬 連 �� 139，730円 馬 単 �� 328，060円

ワ イ ド �� 28，080円 �� 18，960円 �� 39，550円

3 連 複 ��� 925，730円 3 連 単 ��� 2，578，640円

票 数

単勝票数 計 203806 的中 � 4501（9番人気）
複勝票数 計 390906 的中 � 10993（9番人気）� 3966（12番人気）� 2882（14番人気）
枠連票数 計 89023 的中 （2－5） 687（24番人気）
馬連票数 計 396666 的中 �� 220（89番人気）
馬単票数 計 179340 的中 �� 41（185番人気）
ワイド票数 計 355587 的中 �� 327（87番人気）�� 485（81番人気）�� 232（97番人気）
3連複票数 計 629497 的中 ��� 51（392番人気）
3連単票数 計 640215 的中 ��� 18（1760番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．7―14．5―12．4―12．2―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．4―52．9―1：05．3―1：17．5―1：30．1―1：43．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ネオボーゲン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．9．1 新潟10着

2017．4．27生 牡3鹿 母 モントボーゲン 母母 レーゲンボーゲン 9戦1勝 賞金 7，920，000円
〔制裁〕 イッツオーライト号の騎手菱田裕二は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ヴィルトゥオーゾ号の騎手山田敬士は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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。
（非当選馬） 1頭 テイエムブロッコ号

13026 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 � ヴァンデリオン 牡3栗 56
54 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 470－101：11．9 2．2�
712 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 458＋ 61：12．75 16．6�
46 � ゼ ツ エ イ 牡3鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers
（N Z）Pty Ltd 482－ 41：12．8クビ 2．3�

47 トモジャブルーノ 牡3栃栗56 嶋田 純次吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 B496＋121：13．65 64．3�
34 リュヌドミエル 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 444＋ 6 〃 アタマ 47．8�
611 クレヴァージャッジ 牡3青 56

54 △菅原 明良西田 順彦氏 新開 幸一 平取 中川 隆 482－ 21：13．81� 163．8	
610 トーセンリヤン 牡3栗 56 横山 武史島川 
哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋181：14．01 9．2�
35 マ サ ト ッ プ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大澤田 孝之氏 尾形 和幸 新冠 五丸農場 474－ 21：14．1� 355．0�
815 サツキオーゴン 牝3黒鹿54 丹内 祐次小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 412＋ 6 〃 アタマ 126．1
11 バンブトンハニー 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 486－ 61：14．31� 55．8�
23 ニシノカリウド �3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 446－141：14．4クビ 67．1�
22 ラッシュワン 牡3黒鹿56 蛯名 正義小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 4 〃 クビ 8．6�
713 デ ュ ー プ ス 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下
ファーム 394－101：14．61� 99．4�

814 プリンセスリーナ 牝3栗 54
51 ▲小林 脩斗田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 492 ―1：15．13 203．1�

59 ナ バ テ ア 牝3黒鹿54 西村 淳也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 418± 0 〃 ハナ 123．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，649，900円 複勝： 29，356，400円 枠連： 7，286，100円
馬連： 34，114，200円 馬単： 19，428，100円 ワイド： 28，932，100円
3連複： 52，507，200円 3連単： 69，403，100円 計： 266，677，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（5－7） 1，340円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 150円 �� 430円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 256499 的中 � 90423（1番人気）
複勝票数 計 293564 的中 � 83270（1番人気）� 25976（5番人気）� 74601（2番人気）
枠連票数 計 72861 的中 （5－7） 4189（7番人気）
馬連票数 計 341142 的中 �� 18023（7番人気）
馬単票数 計 194281 的中 �� 6553（8番人気）
ワイド票数 計 289321 的中 �� 18308（3番人気）�� 66367（1番人気）�� 13684（7番人気）
3連複票数 計 525072 的中 ��� 51789（2番人気）
3連単票数 計 694031 的中 ��� 8373（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴァンデリオン �
�
父 First Samurai �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2019．11．3 東京5着

2017．3．11生 牡3栗 母 Kitten’s Peak 母母 Majestically 8戦1勝 賞金 10，400，000円

第１回 新潟競馬 第３日



13027 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：56．1

良
良

713 スターライトジャズ 牝3鹿 54
53 ☆岩田 望来犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 450＋142：02．2 5．4�

23 ベデザンジュ 牝3鹿 54 菱田 裕二�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430 ―2：02．41� 49．3�

35 ウインアルカンナ 牝3黒鹿54 横山 武史�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 446－ 22：02．61� 3．6�
11 エールオンレール 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 456－ 42：02．81� 18．9�
48 リトルマンマミーア 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子小林 善一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋262：02．9� 4．4�
816 マロニエコマン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 50．9	
36 アドマイヤメティス 牝3鹿 54 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 420－202：03．0� 13．3

815 ミルキーハート 牝3鹿 54 丹内 祐次伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 446－ 82：03．42� 12．5�
612 パラティーノヒル 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 6 〃 クビ 31．2�

47 クリップルクリーク 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介三嶋牧場 黒岩 陽一 浦河 三嶋牧場 444＋ 42：03．5� 167．3�

714 ナーシサステソーロ 牝3芦 54
51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 438＋ 62：04．03 17．1�
59 アドマイヤチャチャ 牝3青 54 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 7．7�
12 ア エ ロ ー ザ 牝3鹿 54 川又 賢治ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－102：04．1� 28．6�
510 グリーンエンプレス 牝3鹿 54 水口 優也杵臼牧場 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 436＋ 62：04．2クビ 272．0�
24 エリーズタイフーン 牝3芦 54 勝浦 正樹二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 436－ 42：04．84 92．2�
611 ルナカリーナ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小手川 準 新ひだか 上村 清志 360＋ 42：05．43� 22．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，367，300円 複勝： 35，853，500円 枠連： 7，859，500円
馬連： 36，949，200円 馬単： 16，605，600円 ワイド： 33，809，500円
3連複： 58，276，200円 3連単： 56，438，300円 計： 271，159，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 1，210円 � 170円 枠 連（2－7） 6，790円

馬 連 �� 22，600円 馬 単 �� 33，930円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 390円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 18，240円 3 連 単 ��� 134，150円

票 数

単勝票数 計 253673 的中 � 37445（3番人気）
複勝票数 計 358535 的中 � 58710（2番人気）� 5406（14番人気）� 64879（1番人気）
枠連票数 計 78595 的中 （2－7） 897（25番人気）
馬連票数 計 369492 的中 �� 1267（56番人気）
馬単票数 計 166056 的中 �� 367（104番人気）
ワイド票数 計 338095 的中 �� 1741（55番人気）�� 25239（1番人気）�� 2719（34番人気）
3連複票数 計 582762 的中 ��� 2396（58番人気）
3連単票数 計 564383 的中 ��� 305（441番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．8―12．7―12．5―12．4―12．2―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．8―36．6―49．3―1：01．8―1：14．2―1：26．4―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スターライトジャズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 中京3着

2017．5．6生 牝3鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 9戦1勝 賞金 9，650，000円
〔3走成績による出走制限〕 クリップルクリーク号・エリーズタイフーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16日ま

で平地競走に出走できない。

13028 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

712 カミノホウオー 牡3黒鹿 56
54 ◇藤田菜七子村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 508－101：11．5 2．7�

611 メイショウシュート 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456± 01：12．88 23．6�
22 ヴェッツラー 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434± 01：13．01� 15．3�
59 ニーケススマイル 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 456＋ 41：13．1クビ 7．3�
46 サンスポット 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 日高 坂 牧場 B466－ 21：14．05 4．6	
23 カッチョカバロ 牡3栗 56 丹内 祐次平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B494± 01：14．1� 4．0

713 ヨドノエール 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 446＋ 21：14．31� 41．2�
815 マルガリーテース 牝3鹿 54 西村 淳也前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：14．4� 10．9�
58 テイエムエンドレス 牡3黒鹿56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 498 ―1：15．03� 145．0
35 プチルミエール 牝3栗 54

52 △菅原 明良笹山 智市氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 490 ―1：15．1� 44．8�
34 サ ノ ノ ボ ス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 440＋ 8 〃 クビ 177．9�
814 コルディアルッカ 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新ひだか 前谷 武志 444－ 21：15．63 289．1�
11 スタークラスター 牡3栗 56

55 ☆団野 大成ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520 ― 〃 アタマ 58．6�

47 ルーレットエルフ 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 500 ― 〃 アタマ 149．3�
610 アジャスティッド 牡3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗杉浦 和也氏 的場 均 浦河 大西ファーム 502＋ 61：16．13 459．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，091，300円 複勝： 37，476，900円 枠連： 7，689，200円
馬連： 44，058，200円 馬単： 21，442，400円 ワイド： 31，485，000円
3連複： 51，738，300円 3連単： 65，770，800円 計： 288，752，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 590円 � 420円 枠 連（6－7） 2，190円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 800円 �� 830円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 33，220円

票 数

単勝票数 計 290913 的中 � 84861（1番人気）
複勝票数 計 374769 的中 � 92523（1番人気）� 12854（7番人気）� 19518（6番人気）
枠連票数 計 76892 的中 （6－7） 2710（9番人気）
馬連票数 計 440582 的中 �� 14910（9番人気）
馬単票数 計 214424 的中 �� 4208（16番人気）
ワイド票数 計 314850 的中 �� 10376（9番人気）�� 9966（10番人気）�� 2165（29番人気）
3連複票数 計 517383 的中 ��� 4111（27番人気）
3連単票数 計 657708 的中 ��� 1435（99番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カミノホウオー �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 東京10着

2017．4．21生 牡3黒鹿 母 サクラインスパイア 母母 サクラアカツキ 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 サンスポット号の騎手吉田隼人は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルディアルッカ号・スタークラスター号・ルーレットエルフ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和2年6月16日まで平地競走に出走できない。
アジャスティッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月16日まで平地競
走に出走できない。



13029 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

815 マイネルコロンブス 牡3鹿 56 柴田 大知 �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＋ 22：30．1 106．2�

612 ゴールデンスターズ �3栗 56
55 ☆団野 大成 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－14 〃 クビ 42．4�
714 ベスビアナイト �3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 アタマ 2．4�
510 アイゼングラフ �3芦 56 丸山 元気藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434＋ 22：30．31 25．3�
11 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 508－ 22：30．51� 17．3	
48 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 466± 0 〃 クビ 94．7

47 � ピラミッドムーン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 松永 幹夫 米
Burleson Farm
& McKenzie
Bloodstock

502＋122：30．92� 7．2�
36 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B430－ 2 〃 アタマ 11．0�
12 ショウナンラオウ 牡3黒鹿56 荻野 極国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 444＋ 2 〃 アタマ 23．8
35 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B480± 02：31．0クビ 3．8�
23 デジタルプレイヤー 牡3鹿 56 古川 吉洋寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 ハナ 36．2�
816 フォースオブライフ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 富本 茂喜 416－ 22：31．31	 281．1�
59 � マイネルティプトン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 480－ 22：31．51� 47．3�

24 ボントンルレ 牡3鹿 56 吉田 隼人ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 22：32．03 9．1�

713 キールカーディナル 牡3青鹿56 西田雄一郎 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B476＋ 82：32．53 130．1�
611 モンテマツリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介毛利 元昭氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B438－ 22：32．81	 132．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，913，900円 複勝： 33，489，300円 枠連： 10，085，000円
馬連： 36，718，400円 馬単： 18，378，400円 ワイド： 34，597，300円
3連複： 58，873，300円 3連単： 66，957，000円 計： 284，012，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，620円 複 勝 � 1，870円 � 910円 � 150円 枠 連（6－8） 16，730円

馬 連 �� 128，760円 馬 単 �� 218，790円

ワ イ ド �� 22，770円 �� 4，510円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 92，560円 3 連 単 ��� 1，311，990円

票 数

単勝票数 計 249139 的中 � 1876（13番人気）
複勝票数 計 334893 的中 � 3515（13番人気）� 7520（10番人気）� 87891（1番人気）
枠連票数 計 100850 的中 （6－8） 467（29番人気）
馬連票数 計 367184 的中 �� 221（98番人気）
馬単票数 計 183784 的中 �� 63（186番人気）
ワイド票数 計 345973 的中 �� 385（90番人気）�� 1970（42番人気）�� 5317（17番人気）
3連複票数 計 588733 的中 ��� 477（179番人気）
3連単票数 計 669570 的中 ��� 37（1571番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―12．1―13．7―14．3―13．9―12．9―12．2―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―23．0―34．0―46．1―59．8―1：14．1―1：28．0―1：40．9―1：53．1―2：05．4―2：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
1－5－（7，11）（2，8，13）（3，12）－（6，14）16－10（9，4）－15・（1，13）5，11（2，7，14）（3，8，4）12（6，15）（16，9）10

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

勝馬の
紹 介

マイネルコロンブス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2019．7．21 中京12着

2017．2．27生 牡3鹿 母 トウホクビジン 母母 ミ リ ョ ク 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ボントンルレ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 アイシーブルー号

13030 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・直線）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 ルドラクシャ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 444＋ 4 55．8 8．6�
714 レオハイセンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436－ 2 〃 アタマ 6．7�
510 キタノギャラクシー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B478＋ 2 56．22� 19．2�
816 ダイヤモンドライフ 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 500－ 4 56．3� 6．0�
48 ハルハアケボノ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 446－ 6 56．72� 5．2	
23 シアープレジャー 牝3鹿 54 西村 淳也岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 420＋10 〃 ハナ 12．3

36 マ ッ シ リ ア 牡3栗 56 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 480＋ 6 56．8クビ 48．7�
611 ペプチドサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466± 0 〃 アタマ 10．6�
815 ランテーナモア 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 424＋14 56．9� 31．5
47 テイエムピカピカ 牝3青 54 柴田 大知竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 456－ 4 〃 ハナ 65．4�
35 カイトガイア 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 450－ 2 57．0� 170．2�
12 � ブレイムドーター 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek
& Nicky Drion 392± 0 57．21� 42．7�

11 ドナラフィナート 牝3鹿 54
51 ▲原 優介山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 420＋18 57．41� 164．4�

59 タイガーロック 牡3黒鹿 56
55 ☆団野 大成伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 418＋ 4 57．61� 95．5�

612 ピクチャーポーズ 牝3鹿 54 西田雄一郎 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B440－ 4 57．81 3．5�
24 コスモイーゲル 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B482＋12 58．65 119．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，607，200円 複勝： 41，506，700円 枠連： 11，305，500円
馬連： 50，318，100円 馬単： 21，580，200円 ワイド： 41，182，100円
3連複： 86，756，900円 3連単： 90，074，700円 計： 375，331，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 230円 � 440円 枠 連（7－7） 2，750円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，760円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 20，430円 3 連 単 ��� 118，730円

票 数

単勝票数 計 326072 的中 � 30095（5番人気）
複勝票数 計 415067 的中 � 37544（6番人気）� 51879（2番人気）� 22340（8番人気）
枠連票数 計 113055 的中 （7－7） 3179（11番人気）
馬連票数 計 503181 的中 �� 12283（13番人気）
馬単票数 計 215802 的中 �� 2391（28番人気）
ワイド票数 計 411821 的中 �� 9964（14番人気）�� 3770（33番人気）�� 6025（24番人気）
3連複票数 計 867569 的中 ��� 3184（68番人気）
3連単票数 計 900747 的中 ��� 550（416番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．6―43．8

上り4F43．9－3F33．8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルドラクシャ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 Belong to Me デビュー 2019．6．16 東京2着

2017．4．20生 牝3鹿 母 ヴ ァ リ ュ ー 母母 Vailmont 7戦1勝 賞金 9，900，000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 アンビルクローラー号・キタノアティクス号・ロマンスピネル号



13031 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

47 アラゴネーゼ 牝4芦 55 横山 武史�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 484± 01：53．0 3．5�
11 メモリーコバルト 牝5栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 470－ 21：53．1� 10．3�
610 ブーケオブジュエル 牝4栗 55 吉田 隼人 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 488＋ 81：53．2クビ 21．6�
46 � マーブルサニー 牝4芦 55

52 ▲小林 凌大下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 480－ 21：53．73 8．7�

22 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 456＋ 21：54．12� 21．4	
59 ストラトフォード 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新下河邉 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 484－101：54．31� 7．4


58 � セイウンシェリー 牝4栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド B434＋ 4 〃 クビ 45．0�

34 シャルロッテミノル 牝4鹿 55
53 △菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 526± 01：54．4� 3．4�

814 スペロラルーチェ 牝4栗 55
53 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 420－101：54．82� 87．1

23 � ホウオウサマンサ 牝5栗 55
52 ▲秋山 稔樹小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B460＋ 2 〃 クビ 54．0�

35 ミレフォリウム 牝5鹿 55
54 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 482－ 41：54．9� 35．4�

712� ココリモアナ 牝5鹿 55 杉原 誠人美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 448－101：55．0� 34．4�
815 サルトアトランテ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋161：55．85 11．2�

713� イルフェソレイユ 牝4芦 55
52 ▲亀田 温心�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 428－121：56．65 25．4�
611� サンレイファミリー 牝5栗 55 岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 402＋ 61：58．6大差 324．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，709，200円 複勝： 35，986，500円 枠連： 9，365，800円
馬連： 37，798，700円 馬単： 16，014，500円 ワイド： 33，769，000円
3連複： 56，334，600円 3連単： 61，724，500円 計： 275，702，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 250円 � 530円 枠 連（1－4） 1，330円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，740円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 46，420円

票 数

単勝票数 計 247092 的中 � 55024（2番人気）
複勝票数 計 359865 的中 � 78144（1番人気）� 36307（5番人気）� 13522（8番人気）
枠連票数 計 93658 的中 （1－4） 5428（4番人気）
馬連票数 計 377987 的中 �� 16985（6番人気）
馬単票数 計 160145 的中 �� 3998（7番人気）
ワイド票数 計 337690 的中 �� 12130（7番人気）�� 4915（21番人気）�� 3664（27番人気）
3連複票数 計 563346 的中 ��� 3616（37番人気）
3連単票数 計 617245 的中 ��� 964（129番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―13．1―12．6―12．6―13．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―49．1―1：01．7―1：14．3―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラゴネーゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Petionville デビュー 2018．12．2 中山2着

2016．1．28生 牝4芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 7戦2勝 賞金 19，500，000円
〔制裁〕 マーブルサニー号の騎手小林凌大は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンレイファミリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月16日まで平地競

走に出走できない。

13032 5月16日 曇 良 （2新潟1） 第3日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

610 ビートマジック �4黒鹿 57
56 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 464－ 41：11．7 10．0�

47 ベルアーシュ 牝5芦 55
52 ▲亀田 温心矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B472－ 41：11．8� 6．2�

712� サクラボヌール 牝5栗 55
54 ☆菊沢 一樹�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 474＋ 21：12．01 23．1�

34 バナナボート 牡6栗 57
54 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 458－ 4 〃 クビ 56．1�

46 � プリンセスヨウク 牝6鹿 55
52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B444± 01：12．1クビ 32．1�

23 � クリノクノイチ 牝5黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 458＋ 41：12．2� 4．4	

58 タイキデセーオ 牡4黒鹿 57
54 ▲小林 凌大
大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514± 0 〃 クビ 15．6�
611 オールミラージュ 牡4栗 57 西村 淳也田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 446＋101：12．41� 21．7�
59 トモジャバロンド 牡4黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－ 61：12．82� 27．4
713 リトルウィッチ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 422＋101：13．01� 17．3�
35 � トミケンハミシャ 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか タガミファーム 504－161：13．1� 8．2�
22 � フ ロ イ デ �5栗 57 川又 賢治岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B488± 01：13．42 7．1�
11 リュウグウヒメ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 428－ 41：13．5クビ 21．2�
815� スパニッシュフライ 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新浅川 昌彦氏 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 468± 0 〃 アタマ 6．3�
814 パワーアッシュ 牡5栗 57 荻野 極
まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 454－141：14．24 130．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，063，900円 複勝： 43，400，700円 枠連： 13，075，500円
馬連： 56，522，700円 馬単： 23，986，500円 ワイド： 50，965，300円
3連複： 90，201，100円 3連単： 89，885，200円 計： 398，100，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 310円 � 200円 � 540円 枠 連（4－6） 1，780円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 4，060円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 22，770円 3 連 単 ��� 109，700円

票 数

単勝票数 計 300639 的中 � 23880（6番人気）
複勝票数 計 434007 的中 � 35977（4番人気）� 64710（2番人気）� 17995（10番人気）
枠連票数 計 130755 的中 （4－6） 5686（7番人気）
馬連票数 計 565227 的中 �� 14909（8番人気）
馬単票数 計 239865 的中 �� 3061（18番人気）
ワイド票数 計 509653 的中 �� 12691（8番人気）�� 3144（58番人気）�� 8712（15番人気）
3連複票数 計 902011 的中 ��� 2970（83番人気）
3連単票数 計 898852 的中 ��� 594（391番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．6―12．3―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビートマジック �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．10．8 東京6着

2016．5．2生 �4黒鹿 母 ミューズマジック 母母 ピアノソナタ 7戦2勝 賞金 13，100，000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 ジーガーローレンス号



13033 5月16日 雨 良 （2新潟1） 第3日 第9競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

44 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿57 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520－ 22：15．2 3．3�
810 シトラスクーラー �7鹿 57

55 △菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 8．9�
33 マイティウェイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 484＋ 22：15．3クビ 10．3�
79 デサフィアンテ 牝5黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 498－ 62：16．15 4．5�
55 コスモレリア 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 クビ 13．6	
22 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55

53 ◇藤田菜七子今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 516＋ 42：16．2クビ 12．9

811 シャイニングデイズ 牡4鹿 57 西村 淳也杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B480＋ 62：16．73 3．6�
11 ロビンズソング �5黒鹿57 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B520－ 4 〃 クビ 33．1�
67 テトラクォーク 牝5鹿 55

52 ▲原 優介 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 アタマ 38．5
78 � メイショウサガノ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか 三木田 明仁 496± 02：17．55 135．7�
66 ディスモーメント 牡4黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 520－ 42：18．24 25．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，225，200円 複勝： 36，526，400円 枠連： 8，030，400円
馬連： 44，055，400円 馬単： 22，913，800円 ワイド： 34，502，000円
3連複： 64，306，800円 3連単： 88，089，100円 計： 326，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 240円 � 190円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 640円 �� 560円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 26，420円

票 数

単勝票数 計 282252 的中 � 66764（1番人気）
複勝票数 計 365264 的中 � 85938（1番人気）� 32607（5番人気）� 45334（4番人気）
枠連票数 計 80304 的中 （4－8） 11704（1番人気）
馬連票数 計 440554 的中 �� 16904（8番人気）
馬単票数 計 229138 的中 �� 4249（15番人気）
ワイド票数 計 345020 的中 �� 14050（7番人気）�� 16163（4番人気）�� 7073（18番人気）
3連複票数 計 643068 的中 ��� 8828（23番人気）
3連単票数 計 880891 的中 ��� 2417（92番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．5―12．6―12．5―13．0―12．5―12．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．3―47．8―1：00．4―1：12．9―1：25．9―1：38．4―1：51．1―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴユニコーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．18 東京3着

2016．3．28生 牡4青鹿 母 リ コ リ ス 母母 ジューンアナガリス 13戦2勝 賞金 27，014，000円

13034 5月16日 雨 稍重 （2新潟1） 第3日 第10競走 ��1，800�わ ら び 賞
発走14時50分 （ダート・左）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

11 ショウナンマリオ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 470＋ 41：54．0 3．0�
46 ヒシタイザン 牡3栗 56 勝浦 正樹阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 41：54．42� 9．6�
815 イーベンホルツ 牡3青鹿56 丸田 恭介 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 484＋ 21：54．93 11．9�
22 イルミネーター 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 478＋ 4 〃 アタマ 17．9�
35 ジ ロ ー 牡3鹿 56 菱田 裕二杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 6．4�
814 ゲンパチマイティー 牡3鹿 56 蛯名 正義平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 502－ 61：55．11� 10．6	
23 ロードセッション 牡3鹿 56 荻野 極 
ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 61：55．2� 14．3�
610 ラ マ ト リ ス 牝3芦 54 団野 大成吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋141：55．3クビ 39．2�
712 セイユメアカリ 牡3黒鹿56 山田 敬士金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 444－ 21：55．4� 33．1
34 アスターマリンバ 牡3黒鹿56 川又 賢治加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 518± 01：55．72 6．5�
59 シゲルカセイ 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 ハナ 37．3�
713 ブロフェルド 牡3鹿 56 藤田菜七子 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 526＋ 81：56．01� 29．6�
47 チェインストーリー 牝3栗 54 斎藤 新吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 01：56．21� 41．9�
58 シュテルクスト 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 478－ 21：56．3� 26．0�
611 ヴィブラント 牡3鹿 56 中谷 雄太 DMMドリームクラブ
 矢作 芳人 安平 追分ファーム 508＋ 41：58．0大差 31．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，840，500円 複勝： 54，347，700円 枠連： 19，222，200円
馬連： 78，030，300円 馬単： 30，473，300円 ワイド： 62，164，800円
3連複： 121，590，300円 3連単： 129，497，900円 計： 533，167，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 280円 � 390円 枠 連（1－4） 1，440円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，120円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 21，050円

票 数

単勝票数 計 378405 的中 � 98818（1番人気）
複勝票数 計 543477 的中 � 118682（1番人気）� 45168（4番人気）� 29214（7番人気）
枠連票数 計 192222 的中 （1－4） 10309（4番人気）
馬連票数 計 780303 的中 �� 44433（3番人気）
馬単票数 計 304733 的中 �� 7813（5番人気）
ワイド票数 計 621648 的中 �� 24217（4番人気）�� 14246（9番人気）�� 5449（34番人気）
3連複票数 計1215903 的中 ��� 12894（15番人気）
3連単票数 計1294979 的中 ��� 4459（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．9―13．7―13．1―12．6―12．9―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．6―50．3―1：03．4―1：16．0―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3

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

・（11，13）（7，10，15）（2，1，6）（8，9）14（5，12）4，3・（11，13）（7，15，6）（2，10，1，3）（14，9）（8，4，12）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマリオ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2019．6．15 阪神7着

2017．4．7生 牡3黒鹿 母 アクアブルーハート 母母 エスフライト 10戦2勝 賞金 26，737，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アイノア号・エバンタイユドール号・エースレイジング号・オンリーワンボーイ号・グラスデスティーノ号・

コラルノクターン号・ジャッジ号・ディーエスプルーフ号

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 2日第 12 競走）
〔その他〕　　ナリノレッドスター号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



13035 5月16日 雨 良 （2新潟1） 第3日 第11競走 ��1，800�パールステークス
発走15時25分 （芝・左・外）
牝，4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量
は，55�

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

69 アンドラステ 牝4黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 81：47．5 2．6�

22 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 504＋ 61：47．6� 24．1�
46 シャンティローザ 牝6青鹿55 斎藤 新ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 41：47．81� 19．6�
11 ダ ン サ ー ル 牝5黒鹿55 団野 大成�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：47．9クビ 25．6�
58 リンディーホップ 牝5青鹿55 横山 武史 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：48．21� 7．0	
34 フィニフティ 牝5芦 55 西村 淳也 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 アタマ 11．9

45 プレミオテーラー 牝8黒鹿55 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 488＋ 21：48．3� 12．4�
711 モアナアネラ 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 ハナ 14．5�
814 パルクデラモール 牝5鹿 55 菅原 明良�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 81：48．51� 26．1
813 サヴォワールエメ 牝4栗 55 吉田 隼人平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 454＋ 21：48．6クビ 15．9�
57 チャチャチャ 牝4栗 55 勝浦 正樹ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 444＋ 6 〃 クビ 88．2�
33 マルシュロレーヌ 牝4鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：48．7クビ 9．4�
610 ショウナンバビアナ 牝4青鹿55 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468＋ 41：48．91� 8．4�
712 ヤマカツグレース 牝6栗 55 丹内 祐次山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470＋ 81：49．43 44．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，527，600円 複勝： 77，637，100円 枠連： 30，480，300円
馬連： 170，133，200円 馬単： 58，893，500円 ワイド： 100，654，200円
3連複： 258，712，700円 3連単： 270，934，300円 計： 1，021，972，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 480円 � 390円 枠 連（2－6） 2，290円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 980円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 63，960円

票 数

単勝票数 計 545276 的中 � 167425（1番人気）
複勝票数 計 776371 的中 � 209516（1番人気）� 32814（9番人気）� 41587（8番人気）
枠連票数 計 304803 的中 （2－6） 10272（9番人気）
馬連票数 計1701332 的中 �� 43537（9番人気）
馬単票数 計 588935 的中 �� 10660（12番人気）
ワイド票数 計1006542 的中 �� 22765（9番人気）�� 27203（8番人気）�� 5128（62番人気）
3連複票数 計2587127 的中 ��� 12517（56番人気）
3連単票数 計2709343 的中 ��� 3071（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．1―48．7―1：01．3―1：13．4―1：24．5―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．1
3 2，5（1，4，12）（8，13）7，9（6，11）10，3，14 4 2，5（1，12）（4，13）8（7，9）（6，11，10）3，14

勝馬の
紹 介

アンドラステ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dynaformer デビュー 2019．1．20 京都1着

2016．3．17生 牝4黒鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 6戦4勝 賞金 53，706，000円
〔制裁〕 シャンティローザ号の騎手斎藤新は，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：3番）

13036 5月16日 雨 良 （2新潟1） 第3日 第12競走 ��2，000�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 ハンターバレー 牡4栗 57 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 492＋ 62：02．1 5．7�
11 ファストライフ 牝5栗 55 丸山 元気石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 454－ 22：02．31� 16．8�
77 ミトノマルーン 牡4黒鹿57 古川 吉洋ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 6 〃 クビ 5．0�
33 � ディライトプロミス 牝5鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 476－ 42：02．4クビ 46．0�

66 フラッシングジェム 牝4青鹿55 団野 大成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 24．3�
89 シーオブザムーン 牝4青鹿55 藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：02．5� 6．6	
22 コ ー カ ス 牡6鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－10 〃 クビ 2．7

55 ドリームスピリット 牡5鹿 57 菱田 裕二落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 504± 02：02．6クビ 6．1�
88 ダイワギャバン 牡5鹿 57 菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488＋102：03．55 13．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，676，000円 複勝： 47，946，300円 枠連： 10，963，500円
馬連： 67，868，400円 馬単： 32，747，200円 ワイド： 47，585，800円
3連複： 90，406，800円 3連単： 152，954，600円 計： 492，148，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 360円 � 170円 枠 連（1－4） 3，800円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 990円 �� 520円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 33，310円

票 数

単勝票数 計 416760 的中 � 58383（3番人気）
複勝票数 計 479463 的中 � 72352（3番人気）� 27808（6番人気）� 83997（2番人気）
枠連票数 計 109635 的中 （1－4） 2235（15番人気）
馬連票数 計 678684 的中 �� 15907（13番人気）
馬単票数 計 327472 的中 �� 4463（24番人気）
ワイド票数 計 475858 的中 �� 12120（13番人気）�� 24953（6番人気）�� 10559（16番人気）
3連複票数 計 904068 的中 ��� 14307（20番人気）
3連単票数 計1529546 的中 ��� 3329（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．4―38．2―50．9―1：03．6―1：15．7―1：27．7―1：39．0―1：50．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンターバレー 
�
父 スズカフェニックス 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．10．8 東京7着

2016．2．11生 牡4栗 母 スイートライラ 母母 ピースフルロッジ 14戦3勝 賞金 38，576，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2新潟1）第3日 5月16日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良後稍重

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

183，490，000円
8，590，000円
21，830，000円
1，280，000円
20，380，000円
72，554，250円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
375，052，600円
512，618，100円
144，265，300円
696，233，400円
300，397，500円
535，205，800円
1，052，653，900円
1，205，751，000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 4，822，177，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回新潟競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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