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10001 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1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 5，100，000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
1：08．5

重
重

59 テ オ ド ラ 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466＋101：12．9 7．6�
58 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 吉田 隼人澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B430－ 41：13．11� 3．4�
713 セ リ シ ア 牝3芦 54 �島 克駿西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 446－141：13．52� 2．8�
814 メイショウミズモ 牝3黒鹿54 西村 淳也松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 426± 01：13．92� 4．9�
34 リゾートタイム 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 442－161：14．42� 83．7�
610 エブリーエックス 牝3栗 54 勝浦 正樹深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 502 ― 〃 クビ 133．3	
46 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 440－ 61：14．5クビ 103．5

23 マコトヴァンセンヌ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 442－ 4 〃 クビ 23．5�
47 アラベスクパンシェ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂内藤 好江氏 竹内 正洋 日高 中館牧場 478＋ 41：14．71� 93．9�
35 ダンツアスカ 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 登別 青藍牧場 444＋ 61：15．01� 100．2
11 キッズリッカリッカ 牝3黒鹿54 丹内 祐次瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B502＋ 21：15．63� 18．8�
22 マントゥノン 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 446＋ 21：15．8� 114．7�
611 マラムコーブ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 アタマ 12．1�
712 タ カ ミ ズ 牝3栗 54 森 裕太朗清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 422－ 81：16．75 26．3�
815 リネンゼンシン 牝3黒鹿54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 446± 01：20．9大差 124．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，078，600円 複勝： 38，020，500円 枠連： 7，170，300円
馬連： 43，783，400円 馬単： 19，991，500円 ワイド： 38，704，300円
3連複： 66，437，900円 3連単： 72，792，500円 計： 311，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 120円 � 150円 枠 連（5－5） 1，190円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 220円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 250786 的中 � 26300（4番人気）
複勝票数 計 380205 的中 � 36362（4番人気）� 96280（1番人気）� 68080（3番人気）
枠連票数 計 71703 的中 （5－5） 4650（4番人気）
馬連票数 計 437834 的中 �� 29149（5番人気）
馬単票数 計 199915 的中 �� 5806（9番人気）
ワイド票数 計 387043 的中 �� 20886（5番人気）�� 21270（4番人気）�� 51969（1番人気）
3連複票数 計 664379 的中 ��� 50285（2番人気）
3連単票数 計 727925 的中 ��� 6318（20番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2020．9．26 中京3着

2018．5．11生 牝3栗 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 5戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 リゾートタイム号の騎手斎藤新は，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：12番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンゼンシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10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 ムジック号

10002 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20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
1：49．2
1：47．6

不良
重

47 プラウドルック 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：55．5 2．9�
712 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452－10 〃 アタマ 39．9�
23 スミソニアン 牡3黒鹿56 吉田 隼人中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 434－101：55．71� 4．4�
611 テイエムジャガー �3青 56

54 △泉谷 楓真竹園 正繼氏 四位 洋文 新冠 タニグチ牧場 498＋ 2 〃 クビ 5．5�
713 ヴィッカース 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464－ 81：56．02 17．6�
34 オーケーナイト 牡3栗 56 丹内 祐次小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B530－ 61：56．1� 18．4�
610 ランカンカン �3栗 56 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 506－ 21：56．41� 3．7	
814 ゼンダンラット 牡3芦 56 菊沢 一樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 B452± 01：56．5� 110．5

11 ジャストビフォー 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 458－ 41：57．03 26．0�
22 グランポートリネス 牡3芦 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 506＋ 21：57．32 216．6�
59 アンドロイド 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社
吉田ファーム 410－ 61：57．61� 194．1

58 ホーリーバジル 牡3鹿 56
55 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B462± 01：57．71 158．5�

46 ゾグラフォス 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 460－ 21：57．8クビ 97．9�

815 エ ル ニ ド 牡3芦 56
54 ◇藤田菜七子�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408－ 81：58．65 51．4�
35 シザースフェイント �3青鹿 56

55 ☆菅原 明良�G1レーシング 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 82：02．8大差 154．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，806，700円 複勝： 33，963，400円 枠連： 6，665，100円
馬連： 32，392，100円 馬単： 16，178，200円 ワイド： 28，657，300円
3連複： 47，284，700円 3連単： 59，898，600円 計： 248，846，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 610円 � 160円 枠 連（4－7） 2，070円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 340円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 52，950円

票 数

単勝票数 計 238067 的中 � 64466（1番人気）
複勝票数 計 339634 的中 � 67386（2番人気）� 9948（8番人気）� 61212（4番人気）
枠連票数 計 66651 的中 （4－7） 2489（7番人気）
馬連票数 計 323921 的中 �� 3642（19番人気）
馬単票数 計 161782 的中 �� 1374（31番人気）
ワイド票数 計 286573 的中 �� 3345（20番人気）�� 24874（2番人気）�� 4007（19番人気）
3連複票数 計 472847 的中 ��� 4508（24番人気）
3連単票数 計 598986 的中 ��� 820（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．9―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

プラウドルック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2020．8．2 新潟2着

2018．2．16生 牝3鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シザースフェイント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10日まで平地

競走に出走できない。

第１回 新潟競馬 第１日



10003 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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
1：09．1
1：08．5

重
重

815 バルネージュ �3芦 56 津村 明秀手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 B506－ 61：12．4 8．4�
610 スターオブスパーダ 牡3芦 56 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 420－ 21：13．03� 5．4�
22 ジオヴィグラス 牡3栗 56 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 笹地牧場 454± 0 〃 アタマ 7．9�
712 ニューフロンティア 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 476＋141：13．31� 78．0�
11 ブリエヴェール 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 41．3�
58 ウィズインリーチ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新鈴木 正浩氏 加藤士津八 様似 富田 恭司 B458＋ 21：13．61� 24．6	
713 ニホンピロジャック 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 460＋ 4 〃 アタマ 22．9

814 テーオールソー 牡3青鹿56 西村 淳也小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 504－ 61：13．91� 3．4�
35 グリントスター 牡3栗 56

55 ☆富田 暁田島 政光氏 吉田 直弘 日高 モリナガファーム 458－ 61：14．0� 57．4�
23 ビトエノスター 牡3青鹿56 吉田 隼人山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 432＋ 21：14．1クビ 6．5
46 ビップレックス 牡3鹿 56 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 468＋161：14．2� 19．2�
34 アウトレイジング 牡3青鹿56 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 422＋ 21：14．41	 63．4�
59 ヴァラマイト 牡3栗 56 藤井勘一郎 �ローレルレーシング 清水 英克 平取 船越 伸也 B492＋201：14．51 68．5�
47 スバラシイヒビ 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 472＋ 41：14．81� 7．3�
611 クリムゾンハート 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 442－ 41：15．01� 54．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，842，900円 複勝： 45，070，600円 枠連： 9，452，300円
馬連： 39，236，100円 馬単： 17，408，100円 ワイド： 40，893，700円
3連複： 61，012，500円 3連単： 64，062，900円 計： 302，979，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 170円 � 240円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 710円 �� 990円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 24，950円

票 数

単勝票数 計 258429 的中 � 24445（6番人気）
複勝票数 計 450706 的中 � 42181（5番人気）� 80052（2番人気）� 45877（4番人気）
枠連票数 計 94523 的中 （6－8） 12410（2番人気）
馬連票数 計 392361 的中 �� 15599（6番人気）
馬単票数 計 174081 的中 �� 3442（12番人気）
ワイド票数 計 408937 的中 �� 14903（7番人気）�� 10270（9番人気）�� 17707（5番人気）
3連複票数 計 610125 的中 ��� 9163（12番人気）
3連単票数 計 640629 的中 ��� 1861（60番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．5―11．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―47．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルネージュ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2020．6．6 東京10着

2018．1．30生 �3芦 母 ミスホーユー 母母 シーラデルソル 10戦1勝 賞金 11，150，000円
〔制裁〕 テーオールソー号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番・8

番）
※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 ウォーターブランカ号・サクラトップメジャ号・ワンダースキル号

10004 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時20分 （ダート・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
1：49．2
1：47．6

不良
重

45 レディアリエス 牝3鹿 54 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 476＋ 61：56．4 2．7�
813 プレアヴィヒア 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 498－121：56．5� 3．6�
69 テーオーラターシュ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 41：56．81� 9．1�
11 スマートパルフェ 牝3黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 434＋ 81：56．9クビ 14．7�
58 パッドゥラパン 牝3芦 54 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448－ 41：57．0� 17．7	
34 スマートメソッド 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 450－ 21：57．1� 148．0


711 イッツライフ 牝3鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448－ 21：57．41� 349．8�
57 リアングロワール 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 468－ 81：57．5クビ 7．1�
712 ラ ン ト 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B466－ 61：57．71� 9．1
33 グローリアステラ 牝3栗 54 丸田 恭介日下部勝德氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 432＋ 41：58．23 63．9�
22 ベルニアイニキテ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 新開 幸一 新冠 五丸農場 454－141：58．41 34．4�
46 クリスタルハート 牝3栗 54

50 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム B490＋ 61：59．25 30．6�

814 ジャグリング 牝3鹿 54
52 △泉谷 楓真中村 祐子氏 茶木 太樹 日高 シンボリ牧場 474＋221：59．94 30．6�

（13頭）
610 テ ル ミ ー 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大髙橋照比古氏 小西 一男 日高 沖田牧場 460＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，548，100円 複勝： 38，033，000円 枠連： 6，307，500円
馬連： 34，849，100円 馬単： 16，947，100円 ワイド： 34，018，400円
3連複： 48，458，700円 3連単： 60，096，800円 計： 266，258，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 差引計 275481（返還計 1963） 的中 � 81521（1番人気）
複勝票数 差引計 380330（返還計 4458） 的中 � 106658（1番人気）� 76432（2番人気）� 38029（3番人気）
枠連票数 差引計 63075（返還計 184） 的中 （4－8） 9575（1番人気）
馬連票数 差引計 348491（返還計 9992） 的中 �� 57347（1番人気）
馬単票数 差引計 169471（返還計 4895） 的中 �� 14681（1番人気）
ワイド票数 差引計 340184（返還計 14703） 的中 �� 52488（1番人気）�� 23911（2番人気）�� 17216（5番人気）
3連複票数 差引計 484587（返還計 29500） 的中 ��� 30180（3番人気）
3連単票数 差引計 600968（返還計 34177） 的中 ��� 10977（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．6―13．5―13．3―13．0―13．5―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．4―49．9―1：03．2―1：16．2―1：29．7―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．2
1
3
14（1，12）9（5，13）2，6，4，11－7（3，8）・（14，12，13）（5，8）（1，9）－2，11，4（7，6）3

2
4

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

レディアリエス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．9．26 中京6着

2018．3．24生 牝3鹿 母 レディカリーナ 母母 レディクラシック 6戦1勝 賞金 11，170，000円
〔競走除外〕 テルミー号は，馬場入場後に左手綱の尾錠が外れて放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 テルミー号の調教師小西一男は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。

レディアリエス号の騎手�島克駿は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）



10005 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時10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
1：07．5
1：06．5

良
良

713 プラチナムレイアー 牡3芦 56 �島 克駿岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：09．8 3．7�
11 フ ミ ロ ア 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 61：10．01� 2．4�
611 ステラダイヤ 牝3鹿 54 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 484－ 21：10．21� 7．6�
47 センショウライツ 牝3栗 54 秋山真一郎川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 466－ 21：10．3アタマ 7．6�
815 マーメイドソング 牝3黒鹿54 藤井勘一郎�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム B472－ 41：10．4� 248．4�
816 ディーバサンライズ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 496 ― 〃 アタマ 13．7	
714 インヴァネス 牝3青 54

53 ☆菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 432－201：10．93 9．4

510 チャルコパイライト 牡3鹿 56 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 平取 赤石牧場 450＋141：11．0クビ 320．9�
612 エムケイゴールド 牡3黒鹿56 国分 優作北前孔一郎氏 大根田裕之 新ひだか 木田 晶範 434± 0 〃 クビ 80．5�
36 タマモキラキラボシ 牝3鹿 54 �島 良太タマモ 中竹 和也 日高 スマイルファーム 414－141：11．1クビ 17．0�
24 モズキタマサケンジ 牡3鹿 56 津村 明秀 キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 450 ―1：11．2� 87．5�
35 ビーチリゾート 牝3鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 452＋ 61：11．31 244．0�
48 ニシノブライアント 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 458＋141：11．51 243．3�
23 サ ン エ ル サ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 396 ―1：12．03 156．2�
59 コパノデナリス 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂小林 照弘氏 水野 貴広 新ひだか へいはた牧場 408－241：12．42� 162．0�
12 ノブカナロア 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子前田 亘輝氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 428 ―1：12．72 41．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，210，100円 複勝： 40，163，600円 枠連： 8，336，400円
馬連： 40，601，800円 馬単： 19，757，100円 ワイド： 38，758，000円
3連複： 57，612，400円 3連単： 77，917，400円 計： 314，356，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（1－7） 300円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 312101 的中 � 67061（2番人気）
複勝票数 計 401636 的中 � 91607（2番人気）� 117653（1番人気）� 40759（4番人気）
枠連票数 計 83364 的中 （1－7） 21238（1番人気）
馬連票数 計 406018 的中 �� 73694（1番人気）
馬単票数 計 197571 的中 �� 16663（2番人気）
ワイド票数 計 387580 的中 �� 61905（1番人気）�� 20615（6番人気）�� 22671（4番人気）
3連複票数 計 576124 的中 ��� 42592（3番人気）
3連単票数 計 779174 的中 ��� 12216（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．0―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．9
3 13，15（11，14，16）（1，7）6，12，5，10，8－9（3，4）＝2 4 13，15（11，14，16）（1，7）6，12（5，10）8（9，4）3＝2

勝馬の
紹 介

プラチナムレイアー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．10．10 京都12着

2018．4．25生 牡3芦 母 スノークラフト 母母 スノースタイル 5戦1勝 賞金 8，400，000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） 2頭 ウプサラ号・ベンタロン号
（非抽選馬） 1頭 ブレリア号

10006 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時40分 （ダート・左）

若手騎手；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
1：49．2
1：47．6

不良
重

34 ピクシーカット 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470＋ 81：55．9 8．7�

57 エクレルシー 牡3黒鹿 56
55 ☆菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B480＋ 81：56．0� 19．2�

610 サンライズシトラス 牡3青鹿 56
55 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 472－ 21：56．1� 6．2�

69 イーサンタイガー �3鹿 56
55 ☆富田 暁国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 490－ 21：56．41� 6．8�

814 ガ ム ラ ン 牡3栗 56
55 ☆亀田 温心ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 512＋181：56．61� 18．3�

813 カフジドラド 牡3栃栗 56
52 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 526－ 81：56．92 17．8	

58 ディーエスボンバー 牡3黒鹿56 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480－ 21：57．0� 4．5

712 セゾンデフルール 牝3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 436－ 2 〃 ハナ 262．9�
11 マーブルウェイ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大下村 直氏 西園 正都 新冠 石郷岡 五月 462± 01：57．1� 3．7�
711 ブールタング �3青鹿 56

54 △泉谷 楓真�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508 ― 〃 ハナ 30．0

45 ラヴィエント 牝3鹿 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 61：57．52� 8．3�
22 グロワールミノル 牡3鹿 56 菊沢 一樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：57．71 44．0�
46 ユウカレント 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝�アイテツ 森 秀行 青森 山端 るり子 488＋ 21：58．02 309．9�
33 タガノレイシャス 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466＋ 42：07．2大差 261．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，337，900円 複勝： 38，989，300円 枠連： 6，268，100円
馬連： 34，607，800円 馬単： 14，889，400円 ワイド： 30，666，500円
3連複： 48，588，500円 3連単： 58，109，600円 計： 257，457，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 350円 � 550円 � 260円 枠 連（3－5） 2，140円

馬 連 �� 12，010円 馬 単 �� 18，580円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，340円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 22，090円 3 連 単 ��� 118，670円

票 数

単勝票数 計 253379 的中 � 23112（6番人気）
複勝票数 計 389893 的中 � 29342（6番人気）� 16801（8番人気）� 43861（3番人気）
枠連票数 計 62681 的中 （3－5） 2266（10番人気）
馬連票数 計 346078 的中 �� 2233（36番人気）
馬単票数 計 148894 的中 �� 601（67番人気）
ワイド票数 計 306665 的中 �� 2533（34番人気）�� 5974（14番人気）�� 5062（18番人気）
3連複票数 計 485885 的中 ��� 1649（78番人気）
3連単票数 計 581096 的中 ��� 355（406番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―13．4―13．4―13．0―13．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．8―1：03．2―1：16．2―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシーカット �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．17 東京11着

2018．5．25生 牝3黒鹿 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノレイシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10日まで平地競

走に出走できない。



10007 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・左）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

34 オパールシャルム 牝4栗 55
53 ◇藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 474＋101：12．4 4．8�

22 � ランランウイング 牝5黒鹿 55
51 ★永島まなみ�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B462－ 61：12．61� 7．6�

712 コ コ ラ 牝4黒鹿55 吉田 隼人田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 462＋ 41：12．7� 9．1�
815� クリノクノイチ 牝6黒鹿55 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 464＋ 2 〃 ハナ 3．5�
713 トレッファー 牝4栗 55

53 △泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 424－ 61：13．02 6．9�
611 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 西村 淳也越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 446－ 41：13．31� 9．8	
46 トゥールドマジ 牝4栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 460± 01：13．4クビ 224．5�
47 ブルーコーラル 牝5栗 55

54 ☆菅原 明良 
ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432－181：13．5� 38．8�
59 � ガビーズメモリー 牝5黒鹿55 菊沢 一樹長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 B486－ 81：13．92� 72．5
610 ミヤコローズ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 432＋ 2 〃 クビ 39．8�
814 グレースオブナイル 牝4鹿 55 	島 克駿 
グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム B444－ 21：14．21� 7．5�
23 ブールバール 牝5鹿 55

52 ▲松本 大輝寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464－ 21：14．52 67．2�
11 � ジークリンデ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 480－141：14．6クビ 42．6�
58 タマモクレマチス 牝5鹿 55

52 ▲西谷 凜タマモ
 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 456± 01：14．7� 38．7�
35 プリモプレミオ 牝5黒鹿 55

54 ☆斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 442－101：14．8クビ 106．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，700，700円 複勝： 37，599，900円 枠連： 8，294，900円
馬連： 38，766，600円 馬単： 16，510，800円 ワイド： 36，825，400円
3連複： 58，819，500円 3連単： 64，329，000円 計： 285，846，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 340円 � 270円 枠 連（2－3） 1，850円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 35，490円

票 数

単勝票数 計 247007 的中 � 40974（2番人気）
複勝票数 計 375999 的中 � 64046（2番人気）� 25303（7番人気）� 33822（6番人気）
枠連票数 計 82949 的中 （2－3） 3469（10番人気）
馬連票数 計 387666 的中 �� 13475（9番人気）
馬単票数 計 165108 的中 �� 4480（7番人気）
ワイド票数 計 368254 的中 �� 11168（9番人気）�� 6872（18番人気）�� 8571（14番人気）
3連複票数 計 588195 的中 ��� 5281（24番人気）
3連単票数 計 643290 的中 ��� 1314（111番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．5―12．5―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．2―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オパールシャルム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．1．26 小倉3着

2017．4．13生 牝4栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 14戦2勝 賞金 30，400，000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 ピュアプリンセス号

10008 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

44 � フィアレスハート 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 510± 01：52．3 7．3�
69 � レッドエランドール 牡4鹿 57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B510＋ 61：52．93� 5．5�
68 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿 57

53 ★古川 奈穂土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 478－ 81：53．22 7．5�
710� メイショウカンキ 牡7鹿 57

56 ☆亀田 温心松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 478－101：53．62 33．3�
711 アイルビーメジャー 牡4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：53．7� 51．3	
45 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57

55 △泉谷 楓真森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536－ 41：53．91� 2．8


57 フームスムート 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ B506－121：54．0クビ 8．9�

33 サウンドトラック 牡4栗 57
56 ☆菅原 明良 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 506＋ 81：54．74 61．7�

56 シルバーエース 牡4芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 B468－ 61：55．33� 6．7
813 グランエクセレント 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 514＋ 21：55．51� 10．3�
11 � ネルソンタッチ 牡5芦 57

54 ▲松本 大輝谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B494－ 81：55．6� 60．1�
22 ヤマニンエルモサ 牝4鹿 55 津村 明秀土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：55．81 110．2�
812� インペリアルエア 	6黒鹿57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：56．01 272．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，659，000円 複勝： 39，704，000円 枠連： 7，992，600円
馬連： 42，774，200円 馬単： 18，049，100円 ワイド： 36，045，900円
3連複： 57，440，000円 3連単： 75，821，300円 計： 305，486，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 290円 � 160円 � 240円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，140円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 34，010円

票 数

単勝票数 計 276590 的中 � 30274（4番人気）
複勝票数 計 397040 的中 � 31212（7番人気）� 74180（2番人気）� 41565（4番人気）
枠連票数 計 79926 的中 （4－6） 15857（1番人気）
馬連票数 計 427742 的中 �� 14103（9番人気）
馬単票数 計 180491 的中 �� 2804（25番人気）
ワイド票数 計 360459 的中 �� 10073（14番人気）�� 8030（19番人気）�� 10444（11番人気）
3連複票数 計 574400 的中 ��� 6319（23番人気）
3連単票数 計 758213 的中 ��� 1616（135番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．3―12．6―12．2―12．1―12．9―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．1―48．7―1：00．9―1：13．0―1：25．9―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フィアレスハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat

2017．2．24生 牡4黒鹿 母 ハートシェイプト 母母 Twenty Eight Carat 5戦1勝 賞金 10，110，000円
初出走 JRA



10009 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第9競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・左）

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
1：08．5

重
重

611 バーンパッション 牡4黒鹿57 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 480＋ 41：12．5 22．9�
11 ケイアイメープル 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 B480＋ 81：13．24 16．7�
814� ショーショーショー 牡4栃栗57 宮崎 北斗吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 514＋ 21：13．3� 12．6�
58 グラドゥアーレ 牡7栗 57

56 ☆亀田 温心 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 15．4�
610� サトノソレイユ 牝5鹿 55

53 △泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

482－ 2 〃 ハナ 6．4	
47 ア ン ビ ル 	5黒鹿57 木幡 初也�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 486－ 61：13．51
 31．6

23 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 吉田 隼人安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 478－101：13．6� 2．9�
35 カゼノタニノアヤカ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 446± 01：13．7クビ 6．4�
815 ケイゴールド 牝5青鹿 55

51 ★古川 奈穂布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 484－ 21：14．87 34．0
46 � ラフカディオ 牡6栗 57 森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 518－20 〃 ハナ 164．2�
22 � トミケンプロズバ 牡5栗 57

53 ★永島まなみ杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか 大滝 康晴 490＋ 41：15．43� 84．7�
34 コールザチューン 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B490－ 6 〃 ハナ 8．6�
712� ファストーゾ 牝4鹿 55 �島 克駿小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 B500＋ 21：15．5� 10．2�
713� ス イ セ ー 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大村田 滋氏 柄崎 孝 伊達 高橋農場 476－ 21：16．03 372．7�
59 � ジャスパージャガー 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Relentless
Racing 522＋121：16．1クビ 16．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，406，000円 複勝： 48，027，800円 枠連： 10，259，000円
馬連： 56，942，900円 馬単： 24，348，300円 ワイド： 52，455，100円
3連複： 85，103，500円 3連単： 102，095，200円 計： 410，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 610円 � 580円 � 500円 枠 連（1－6） 4，610円

馬 連 �� 17，840円 馬 単 �� 38，770円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 3，100円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 69，830円 3 連 単 ��� 556，530円

票 数

単勝票数 計 314060 的中 � 10967（10番人気）
複勝票数 計 480278 的中 � 20383（10番人気）� 21570（9番人気）� 26059（7番人気）
枠連票数 計 102590 的中 （1－6） 1721（20番人気）
馬連票数 計 569429 的中 �� 2473（58番人気）
馬単票数 計 243483 的中 �� 471（121番人気）
ワイド票数 計 524551 的中 �� 2801（57番人気）�� 4382（40番人気）�� 3752（48番人気）
3連複票数 計 851035 的中 ��� 914（191番人気）
3連単票数 計1020952 的中 ��� 133（1297番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．6―12．5―12．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーンパッション �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．8．11 新潟12着

2017．4．29生 牡4黒鹿 母 ディパッション 母母 ダイシンパーティー 15戦2勝 賞金 16，280，000円
〔発走状況〕 ケイアイメープル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カゼノタニノアヤカ号の騎手斎藤新は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：4番）
※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。
（非当選馬） 2頭 チャンダナ号・リネンフリー号
（非抽選馬） 4頭 エンペラーズパレス号・グランドストローク号・サンライズミリオン号・ジッピーレーサー号

10010 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・左・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
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 161，000円 46，000円 23，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 ヴェローチェオロ 牡3栗 56 西村 淳也大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：59．5 2．8�
55 ア リ ー ヴ ォ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 アタマ 3．1�
22 テリオスマナ 牝3黒鹿54 津村 明秀鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 462＋ 42：00．13� 17．6�
77 ジオフロント 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B452＋ 42：00．21 6．0�
44 アールバロン 牡3鹿 56 菅原 明良前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 488± 02：00．3クビ 8．3�
11 ジ ャ ッ カ ル 牡3青鹿56 秋山真一郎平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 500－ 22：00．83 4．6	
33 タウゼントシェーン 牝3青 54 川又 賢治 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 420－ 82：01．86 29．4


（7頭）

売 得 金
単勝： 35，751，900円 複勝： 31，131，000円 枠連： 発売なし
馬連： 45，545，200円 馬単： 24，196，800円 ワイド： 29，393，600円
3連複： 54，903，300円 3連単： 135，686，200円 計： 356，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 230円 �� 780円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 357519 的中 � 98995（1番人気）
複勝票数 計 311310 的中 � 74396（2番人気）� 80923（1番人気）
馬連票数 計 455452 的中 �� 81483（1番人気）
馬単票数 計 241968 的中 �� 17432（2番人気）
ワイド票数 計 293936 的中 �� 39449（1番人気）�� 8630（12番人気）�� 9646（11番人気）
3連複票数 計 549033 的中 ��� 23668（6番人気）
3連単票数 計1356862 的中 ��� 12301（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―11．9―12．5―12．6―12．0―11．3―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．1―48．0―1：00．5―1：13．1―1：25．1―1：36．4―1：47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェローチェオロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．8．30 札幌1着

2018．3．29生 牡3栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 9戦2勝 賞金 35，766，000円



10011 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第11競走 ��1，800�福島中央テレビ杯
発走15時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島中央テレビ賞（1着）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

34 ヴィアメント �4栗 57 菅原 明良 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478－161：52．4 8．9�
58 ゴールドフレーム �5栗 57 勝浦 正樹外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476± 01：52．5� 13．7�
46 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 吉田 隼人�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 488－ 41：52．71� 4．7�
69 � コパノリッチマン 牡4栃栗57 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 516± 01：53．02 7．3�
813 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 菊沢 一樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 6 〃 ハナ 38．0�
33 � キクノフェリックス 牡7黒鹿57 丹内 祐次菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 490－ 81：53．21 23．3	
57 	 コスモセイリュウ 牡4鹿 57 荻野 極 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 486± 01：53．3クビ 12．1

814 ボルサリーノ 牡4鹿 57 亀田 温心草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B464－ 4 〃 クビ 13．8�
45 エースレイジング 牡4黒鹿57 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 2 〃 ハナ 4．8�
610 グッドヘルスバイオ 牡5芦 57 斎藤 新バイオ 池添 学 平取 坂東牧場 484＋ 81：53．51
 27．2�
711� ブリッツシュラーク 牡7芦 57 泉谷 楓真前田 幸貴氏 杉山 佳明 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 61：53．71 179．0�
11 クリノキングボス 牡4栗 57 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B468－ 41：54．33� 24．6�
22 ヴェラアズール 牡4青 57 �島 克駿 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 41：54．41 4．9�
712 ミルメルシー 牝5鹿 55 川又 賢治市川義美ホール

ディングス 安達 昭夫 日高 白井牧場 464－ 41：55．46 193．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，312，100円 複勝： 67，536，400円 枠連： 29，247，800円
馬連： 151，929，400円 馬単： 55，167，500円 ワイド： 94，582，100円
3連複： 230，370，400円 3連単： 256，417，300円 計： 930，563，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 300円 � 340円 � 180円 枠 連（3－5） 2，110円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 860円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 47，660円

票 数

単勝票数 計 453121 的中 � 40587（5番人気）
複勝票数 計 675364 的中 � 55226（6番人気）� 46880（7番人気）� 115633（1番人気）
枠連票数 計 292478 的中 （3－5） 10696（11番人気）
馬連票数 計1519294 的中 �� 21455（26番人気）
馬単票数 計 551675 的中 �� 3907（47番人気）
ワイド票数 計 945821 的中 �� 14554（22番人気）�� 28737（7番人気）�� 28716（8番人気）
3連複票数 計2303704 的中 ��� 25437（22番人気）
3連単票数 計2564173 的中 ��� 3900（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．5―49．3―1：01．9―1：14．4―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィアメント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．8．11 札幌5着

2017．2．14生 �4栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 13戦3勝 賞金 38，104，000円

10012 4月10日 晴 良 （3新潟1） 第1日 第12競走 ��1，200�
ひ ら が た け

平 ヶ 岳 特 別
発走16時00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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 メイショウゲンセン 牝4青鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 426＋ 61：09．0 2．3�
816� サンセットオーラ 牡6鹿 57 丹内 祐次 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 444－121：09．63� 45．5�
612 ワンダーカタリナ 牡4鹿 57 津村 明秀山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 496－ 21：09．7� 4．0�
611� ローレルアイリス 牝4鹿 55 �島 良太 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 438－251：09．91	 143．2�
36 � レッドルピナス 牝4鹿 55 西村 淳也 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 408± 0 〃 クビ 8．1�
48 
 ヨークテソーロ 牝5鹿 55 斎藤 新了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 436－ 4 〃 ハナ 69．0	

713 サ ナ チ ャ ン 牝4青鹿55 丸田 恭介瀬谷 
雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B426－ 61：10．0� 48．7�
35 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 秋山真一郎竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 508＋ 21：10．21	 6．2�
59 ジューンアクア 牝4芦 55 富田 暁吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 21：10．3クビ 33．9
815 キョウワセイヴァー �4鹿 57 川又 賢治浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 510＋ 6 〃 クビ 75．1�
24 テリオスヒメ 牝4鹿 55 勝浦 正樹鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 446＋ 21：10．4クビ 87．7�
714 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B494＋ 41：10．61	 10．3�
510 タイセイレフィーノ 牝4鹿 55 泉谷 楓真田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 472± 01：10．7� 17．4�
23 � スカイテラス 牡4黒鹿57 荻野 極 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B464－151：10．91� 77．5�
47 クリノアンカーマン �4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 B456＋221：11．22 244．1�
12 � フ レ ッ ク ル 牝4青 55 小林 凌大今村 明浩氏 田島 俊明 浦河 川越ファーム 392－311：12．37 230．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，347，600円 複勝： 61，226，000円 枠連： 18，360，900円
馬連： 88，363，900円 馬単： 37，941，000円 ワイド： 67，156，500円
3連複： 127，151，300円 3連単： 160，366，700円 計： 613，913，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 480円 � 150円 枠 連（1－8） 3，160円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 10，610円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 290円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 37，370円

票 数

単勝票数 計 533476 的中 � 181719（1番人気）
複勝票数 計 612260 的中 � 166632（1番人気）� 20841（7番人気）� 107085（2番人気）
枠連票数 計 183609 的中 （1－8） 4494（12番人気）
馬連票数 計 883639 的中 �� 10836（18番人気）
馬単票数 計 379410 的中 �� 2681（31番人気）
ワイド票数 計 671565 的中 �� 7904（21番人気）�� 70478（1番人気）�� 9233（17番人気）
3連複票数 計1271513 的中 ��� 12792（22番人気）
3連単票数 計1603667 的中 ��� 3111（109番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．7―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．6―46．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．4
3 ・（1，8）（4，9）6（5，10）（12，15）（11，16）13（3，14）（2，7） 4 1（8，9）（4，6）（5，12，10）（16，15）（11，13）（3，14）－7，2

勝馬の
紹 介

メイショウゲンセン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．5．2 京都4着

2017．5．17生 牝4青鹿 母 メイショウデイム 母母 メイショウカガヤキ 5戦2勝 賞金 19，918，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレックル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イザラ号・グラスディアブロ号・シシオウ号・スノーテーラー号・スリーマグナム号・ブルベアオーロ号・

マイネルチューダ号・ヤマニンプティパ号



（3新潟1）第1日 4月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

169，030，000円
22，380，000円
1，370，000円
18，180，000円
68，800，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
377，001，600円
519，465，500円
118，354，900円
649，792，500円
281，384，900円
528，156，800円
943，182，700円
1，187，593，500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 4，604，932，400円

総入場人員 2，061名 （有料入場人員 912名）
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