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10013 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2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

58 テーオーエルサ 牝3鹿 54 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 61：12．4 8．9�
46 ア ヴ ォ カ ド 牝3鹿 54 黛 弘人小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 B470－ 81：12．71� 28．1�
712 メイショウエニシア 牝3青鹿 54

52 △泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 434＋101：13．02 2．1�
59 ヒロノクイーン 牝3黒鹿54 川又 賢治サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 474－ 21：13．42 5．6�
23 アブラアルバム 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 400－ 41：13．72 38．5	
47 ゴールドオーロラ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 432－ 61：14．23 63．6

814 インディナート 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 442＋ 21：14．4� 7．6�

34 ヴェイルオブナイト 牝3青鹿 54
53 ☆斎藤 新 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 ハナ 353．8�

611 エフティエトワール 牝3青鹿54 木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 468± 01：14．71� 193．3
815 キュンキュンハート 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 418＋ 41：14．91� 345．8�
713 シドニートウショウ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心トウショウ産業� 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 446 ―1：15．22 137．0�
22 ベネフィサンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 01：15．3� 6．5�

11 ホノノルーカ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム 386－141：15．61� 22．0�

35 リ ー プ 牝3栗 54
53 ☆菅原 明良古賀 禎彦氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 448－ 41：16．23� 14．3�

610 メイショウコユキ 牝3芦 54 菊沢 一樹松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 420 ―1：16．62� 261．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，604，700円 複勝： 60，306，900円 枠連： 8，311，900円
馬連： 47，020，000円 馬単： 22，904，100円 ワイド： 43，359，700円
3連複： 74，453，700円 3連単： 88，601，300円 計： 375，562，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 210円 � 440円 � 110円 枠 連（4－5） 3，240円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 18，510円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 440円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 88，350円

票 数

単勝票数 計 306047 的中 � 27296（5番人気）
複勝票数 計 603069 的中 � 48697（4番人気）� 18605（8番人気）� 280772（1番人気）
枠連票数 計 83119 的中 （4－5） 1987（13番人気）
馬連票数 計 470200 的中 �� 3801（29番人気）
馬単票数 計 229041 的中 �� 928（56番人気）
ワイド票数 計 433597 的中 �� 4677（29番人気）�� 27374（4番人気）�� 8215（14番人気）
3連複票数 計 744537 的中 ��� 6276（34番人気）
3連単票数 計 886013 的中 ��� 727（283番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．6―12．7―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．2―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーエルサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Milt’s Overture デビュー 2020．9．27 中京18着

2018．3．2生 牝3鹿 母 ラ ハ イ ナ Ⅱ 母母 Lady Frontier 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコユキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハートフルワールド号
（非抽選馬） 4頭 スターリーソング号・スマートラパン号・トーホウレッド号・レコレータ号

10014 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第2競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

56 テーオーアングル 牡3栗 56
54 △泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 476－ 61：54．7 1．8�

710 ヴァロワール 牡3黒鹿56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 藤沢牧場 512± 01：54．91� 10．9�
22 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 藤井勘一郎平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 468－ 21：55．96 3．0�
44 メレカリキマカ 牡3鹿 56 西村 淳也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492－ 61：56．32 42．7�
57 シゲルブイン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 452－ 4 〃 クビ 32．5�
812 ビクトリージャック 牡3青鹿56 �島 克駿ライオンレースホース� 高橋 義忠 むかわ 市川牧場 508 ―1：56．93� 57．9	
711 ボールドリーチ 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂増田 陽一氏 中野 栄治 新ひだか 米田 和子 470－121：57．64 12．6

11 リーヴルネッサンス 牡3栗 56 荻野 琢真 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 平取 川向高橋育
成牧場 440－ 41：57．81� 12．9�

68 インザロングラン 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 凌大石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 450－ 41：58．33 110．8�

813 ザフールーショー 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 脩斗廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社

ASK STUD B458－ 61：58．4クビ 54．2
33 ヒ ロ ヘ ヴ ン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 飯岡牧場 530－101：58．71� 229．2�
69 ミラキュラスサイン 牡3栗 56 菊沢 一樹 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：58．91� 46．7�
45 インバシオン 牡3鹿 56 �島 良太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム B482± 0 （競走中止） 96．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，894，700円 複勝： 30，850，800円 枠連： 6，745，500円
馬連： 32，069，200円 馬単： 16，922，600円 ワイド： 28，051，800円
3連複： 51，912，300円 3連単： 78，203，300円 計： 267，650，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 480円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 228947 的中 � 99428（1番人気）
複勝票数 計 308508 的中 � 123766（1番人気）� 23569（4番人気）� 64867（2番人気）
枠連票数 計 67455 的中 （5－7） 9550（2番人気）
馬連票数 計 320692 的中 �� 20970（4番人気）
馬単票数 計 169226 的中 �� 7737（5番人気）
ワイド票数 計 280518 的中 �� 15816（4番人気）�� 64425（1番人気）�� 11874（7番人気）
3連複票数 計 519123 的中 ��� 49487（2番人気）
3連単票数 計 782033 的中 ��� 13503（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．5―49．7―1：02．5―1：15．5―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーアングル �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．6．28 阪神9着

2018．4．3生 牡3栗 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 6戦1勝 賞金 9，610，000円
〔競走中止〕 インバシオン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 ミラキュラスサイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月11日まで平地競走に出走で

きない。

第１回 新潟競馬 第２日



10015 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時45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 イ デ ィ オ ム 牡3栗 56 津村 明秀小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 482＋ 41：12．3 8．0�
814 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿56 加藤 祥太増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492＋ 2 〃 ハナ 2．6�
713 デンプシーロール 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト
クラブ 418－ 81：13．25 9．5�

712 メイショウハマユウ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 440－ 8 〃 クビ 45．7�
611 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：13．3クビ 3．7�
46 ゴールデンシエロ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 484－121：13．51� 66．8�
34 フレーズバニーユ 牝3黒鹿54 �島 克駿 	社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 456－ 41：13．71� 9．2

35 タマモイットウセイ 牡3青 56

53 ▲西谷 凜タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 2 〃 クビ 53．7�
47 ファインヒューズ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ井山 登氏 深山 雅史 新冠 岩見牧場 438－ 21：13．91 25．7
610 カ フ ジ ロ ホ 牡3青鹿56 �島 良太加藤 守氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム B504＋ 6 〃 ハナ 37．9�
59 ラスティネイル 牝3芦 54

50 ★古川 奈穂田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 438－ 61：14．11� 10．8�
23 メイショウランブ 牝3青 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松下 武士 浦河 まるとみ冨岡牧場 452＋ 21：14．2クビ 150．0�
58 トウカイクラルテ �3鹿 56

55 ☆富田 暁内村 正則氏 長谷川浩大 新冠 長浜牧場 448－12 〃 クビ 54．3�
22 トラヴェラーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦	ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 434± 01：14．94 51．0�
11 フェーバーラッシュ 牡3芦 56 西村 淳也岡田 牧雄氏 小島 茂之 むかわ 貞広 賢治 492± 01：15．32� 142．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，875，300円 複勝： 41，054，900円 枠連： 7，605，100円
馬連： 40，210，400円 馬単： 19，025，300円 ワイド： 40，735，900円
3連複： 66，251，800円 3連単： 75，907，100円 計： 318，665，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 120円 � 240円 枠 連（8－8） 1，300円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，850円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 26，400円

票 数

単勝票数 計 278753 的中 � 27782（3番人気）
複勝票数 計 410549 的中 � 29700（5番人気）� 132534（1番人気）� 34033（4番人気）
枠連票数 計 76051 的中 （8－8） 4527（6番人気）
馬連票数 計 402104 的中 �� 21488（4番人気）
馬単票数 計 190253 的中 �� 5015（11番人気）
ワイド票数 計 407359 的中 �� 16581（7番人気）�� 5261（18番人気）�� 23624（2番人気）
3連複票数 計 662518 的中 ��� 14420（9番人気）
3連単票数 計 759071 的中 ��� 2084（71番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ デ ィ オ ム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Gone West デビュー 2021．1．16 中山9着

2018．3．25生 牡3栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔制裁〕 サウンドウイッシュ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15

番）
〔3走成績による出走制限〕 カフジロホ号・フェーバーラッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月11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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 チェリーベルツ号・ミキノバスドラム号・リリーホワイト号
（非抽選馬） 6頭 エコロブラスト号・クリノバラライカ号・ジーガーオーシャン号・ハイフォース号・ブルーガーデニア号・

ラルカナタ号

10016 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第4競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

59 コンテナジュニア 牡3黒鹿56 西村 淳也住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 518－ 21：54．7 1．7�
713 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム B476－101：55．23 5．0�
47 ガラティーン 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B488＋ 61：55．73 108．8�

58 ハ ン ザ 牝3栗 54
51 ▲小林 凌大吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B420－ 2 〃 クビ 70．2�

611 スワーヴジョーダン �3栗 56 津村 明秀�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 456－141：55．8� 18．2�
23 テイエムリオン 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 462－ 8 〃 クビ 169．3	
712 サノノイーグル 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良佐野 信幸氏 栗田 徹 浦河 谷川牧場 496＋ 21：56．01� 14．2

34 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 城戸 義政�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448－ 41：56．21 9．1�
46 メイショウアルト 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 476＋ 6 〃 ハナ 137．3
815 シーフードパイセン 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 450＋ 41：56．41� 32．3�
22 トゥルーウィッシュ 牝3青鹿54 �島 良太小林竜太郎氏 杉山 佳明 新ひだか へいはた牧場 466－ 21：56．5クビ 215．7�
35 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：57．24 12．0�
11 メイショウシロガネ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 B454－ 41：57．51� 54．0�
610 ワイドモンスター 牡3栗 56 �島 克駿幅田 昌伸氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 452－ 21：58．03 16．6�
814 ジュンジョウ 牡3栗 56 菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 466－ 42：02．2大差 239．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，828，800円 複勝： 70，109，900円 枠連： 8，744，300円
馬連： 39，663，600円 馬単： 23，879，400円 ワイド： 43，434，700円
3連複： 66，032，400円 3連単： 98，687，700円 計： 380，380，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，500円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，670円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 298288 的中 � 138899（1番人気）
複勝票数 計 701099 的中 � 393288（1番人気）� 63841（2番人気）� 4495（11番人気）
枠連票数 計 87443 的中 （5－7） 19638（1番人気）
馬連票数 計 396636 的中 �� 68460（1番人気）
馬単票数 計 238794 的中 �� 30187（1番人気）
ワイド票数 計 434347 的中 �� 53978（1番人気）�� 3721（26番人気）�� 1875（36番人気）
3連複票数 計 660324 的中 ��� 5561（26番人気）
3連単票数 計 986877 的中 ��� 3411（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―13．2―13．2―12．9―13．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．8―1：03．0―1：15．9―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンテナジュニア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．12．12 中山4着

2018．2．14生 牡3黒鹿 母 ピュアマインド 母母 スプリングアマイン 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
〔制裁〕 ガラティーン号の騎手泉谷楓真は，1コーナー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：1番・3番）

ジュンジョウ号の騎手菊沢一樹は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンジョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11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〕 トゥルーウィッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月11日まで平地競走に出走で

きない。



10017 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時05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

610 ファントムルージュ 牝3鹿 54
53 ☆菅原 明良�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 446－ 21：12．9 8．4�

46 ヴィオマージュ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 4 〃 ハナ 4．7�

35 ハクアイゴジロー 牡3栗 56
53 ▲小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 514＋ 81：13．0� 3．8�

815 ノーブルオリンピア 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト
クラブ 476＋ 2 〃 クビ 8．4�

59 レジュールウール 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B464－ 2 〃 ハナ 14．6�
34 セキノアトラス 牡3栗 56 菱田 裕二小関 昭次氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 420－ 41：13．31� 90．9	
22 ウーヴァラーラ 牝3黒鹿54 川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新冠 村田牧場 488＋ 6 〃 ハナ 17．4

712 サイレントギフト 牡3青 56

53 ▲小林 脩斗キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム 476－ 41：13．4クビ 10．6�

814 ドバイウィンド 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476－ 61：13．71� 103．5�
611 タイセイラグーン 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440± 0 〃 クビ 92．8
58 シグナステソーロ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 B476＋ 4 〃 アタマ 41．2�

23 スペシャルサンデー 牡3鹿 56 西村 淳也�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B468－ 41：14．76 4．0�
47 ヒデノペリドット 牡3栗 56 加藤 祥太大石 秀夫氏 梅田 智之 新冠 山岡ファーム 492 ―1：15．87 64．0�
713 カシノマイスター 牡3栗 56 菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 4 〃 クビ 245．2�
11 キタノレスリーズ 牝3青鹿54 木幡 初也北所 直人氏 松永 康利 新冠 八島 夕起子 416－ 21：16．22 298．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，053，200円 複勝： 45，117，200円 枠連： 7，282，600円
馬連： 42，950，700円 馬単： 18，093，900円 ワイド： 40，615，500円
3連複： 67，109，200円 3連単： 76，760，400円 計： 323，982，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 170円 � 140円 枠 連（4－6） 1，890円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 790円 �� 610円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 19，730円

票 数

単勝票数 計 260532 的中 � 24664（5番人気）
複勝票数 計 451172 的中 � 47340（4番人気）� 65785（3番人気）� 94999（1番人気）
枠連票数 計 72826 的中 （4－6） 2975（8番人気）
馬連票数 計 429507 的中 �� 14814（7番人気）
馬単票数 計 180939 的中 �� 3156（17番人気）
ワイド票数 計 406155 的中 �� 12406（10番人気）�� 16592（4番人気）�� 30940（2番人気）
3連複票数 計 671092 的中 ��� 19350（5番人気）
3連単票数 計 767604 的中 ��� 2820（55番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．0―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムルージュ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．11．15 阪神8着

2018．1．19生 牝3鹿 母 ノッツダルジェント 母母 タイキトライアンフ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アルムファーツリー号・ビュヴォン号・ミラコロヴェルデ号
（非抽選馬） 3頭 サクラスヴニール号・ジュンワンポイント号・デンジャーマン号

10018 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

11 ミツルハピネス 牝3栗 54
52 △泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 41：47．3 3．2�

47 カ サ デ ガ 牡3芦 56 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 446－ 21：48．25 3．6�
510 メイショウシンウチ 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484－ 81：48．52 53．4�
12 ホウオウマルゴー 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁小笹 芳央氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 440＋ 41：48．71� 4．2�
713 ト ピ ッ ク ス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 11．1�
36 マサノオリオン 牡3黒鹿56 津村 明秀中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482 ―1：49．01� 80．9�
611 ハギノダンシング 牝3黒鹿54 秋山真一郎日隈 良江氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 520 ―1：49．63� 33．3	
612 ヒロシゲサファイア 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜阿尾 浩和氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 430 ―1：49．7� 146．5

815 ジュンハイビスカス 牝3芦 54

50 ★古川 奈穂河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 432 ―1：49．8� 39．4�
48 シキサイノブルース 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希薪浦 州平氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 426 ―1：50．22� 103．6�
714 フィエラブラス 牡3黒鹿56 西村 淳也 社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480 ―1：50．41� 9．3�
35 ブラウンレニウム 牡3栗 56 川須 栄彦キャピタルクラブ 佐々木晶三 新ひだか 上村 清志 494 ―1：50．61 144．1�
24 ミッキープリティ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 アタマ 12．7�
23 オープストガルテン 牝3栗 54 国分 優作 ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 61：51．34 29．8�
59 ラガーイチバン 牝3黒鹿54 城戸 義政奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 478 ―1：51．82� 67．5�
816 レジスタントスター 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝中西 功氏 新谷 功一 日高 増尾牧場 468 ― 〃 アタマ 210．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，208，000円 複勝： 34，981，200円 枠連： 9，039，800円
馬連： 32，546，000円 馬単： 16，734，900円 ワイド： 31，485，600円
3連複： 50，232，900円 3連単： 64，456，700円 計： 265，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 800円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，060円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計 262080 的中 � 63625（1番人気）
複勝票数 計 349812 的中 � 81838（1番人気）� 67788（2番人気）� 7063（9番人気）
枠連票数 計 90398 的中 （1－4） 13012（2番人気）
馬連票数 計 325460 的中 �� 33301（2番人気）
馬単票数 計 167349 的中 �� 10109（2番人気）
ワイド票数 計 314856 的中 �� 34000（2番人気）�� 3575（22番人気）�� 2763（26番人気）
3連複票数 計 502329 的中 ��� 6339（17番人気）
3連単票数 計 644567 的中 ��� 2144（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．1―47．4―1：00．3―1：12．8―1：24．3―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 9，8（3，10）6（13，16）1（2，5）－（4，15）（11，7）14－12 4 9（8，10）3（6，13，16）1，2，4（11，5，7，15）－14，12

勝馬の
紹 介

ミツルハピネス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．3．6 小倉6着

2018．4．1生 牝3栗 母 サトノフラリッシュ 母母 ピサノベネチアン 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走状況〕 オープストガルテン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガーイチバン号・レジスタントスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

5月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クローヴィス号
（非抽選馬） 5頭 シルキーヴォイス号・ニシノソメイノ号・ヤマニンデンファレ号・ヨリナメンテ号・ライヴビスケット号



10019 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2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）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

67 ユースフルラヴ 牝4黒鹿55 津村 明秀吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 432－ 21：54．6 3．1�
810 スパニッシュアート 牝4黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 424＋101：55．02� 5．4�
66 アドマイヤメティス 牝4鹿 55 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 410－ 81：55．21� 4．0�
55 ラブエスポー 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466± 01：55．41� 30．6�
79 ガルナッチャ 牝4栗 55

54 ☆菅原 明良チームユッキレーシング 鹿戸 雄一 日高 広富牧場 446－ 21：55．71� 8．0�
78 エスキシータ 牝5黒鹿55 �島 克駿吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－161：55．91� 27．8	
11 キセキノカガヤキ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース� 石毛 善彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 81：56．11 90．9

811 チ ャ イ カ 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 61：56．73� 17．8�

44 	 ノーブルテラ 牝5鹿 55
52 ▲小林 脩斗吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 B486－101：56．8� 25．4�

33 カナロアガール 牝5鹿 55 勝浦 正樹広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 468－141：56．9� 5．3
22 エ レ ベ ル 牝5鹿 55

53 △泉谷 楓真吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 420－ 61：57．11� 66．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，738，600円 複勝： 31，233，600円 枠連： 6，284，200円
馬連： 34，024，000円 馬単： 17，036，000円 ワイド： 30，101，800円
3連複： 47，134，200円 3連単： 70，313，900円 計： 259，866，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 390円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 237386 的中 � 59896（1番人気）
複勝票数 計 312336 的中 � 59638（2番人気）� 45290（3番人気）� 60317（1番人気）
枠連票数 計 62842 的中 （6－8） 10923（1番人気）
馬連票数 計 340240 的中 �� 25147（3番人気）
馬単票数 計 170360 的中 �� 7112（5番人気）
ワイド票数 計 301018 的中 �� 19293（3番人気）�� 29656（1番人気）�� 16566（6番人気）
3連複票数 計 471342 的中 ��� 22989（3番人気）
3連単票数 計 703139 的中 ��� 7215（10番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―13．5―13．4―12．3―12．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．5―51．0―1：04．4―1：16．7―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3
11（4，6）10（2，5）8－7（3，9）1・（11，6）10，7（4，5，8）（3，9）2，1

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

勝馬の
紹 介

ユースフルラヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 牝4黒鹿 母 ユアメモリー 母母 メモリアルサマー 13戦2勝 賞金 17，920，000円
※ラブエスポー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10020 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）

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
1：08．5

重
重

46 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 西村 淳也�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 B522± 01：12．1 7．9�
610 メ シ ア ン 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 456－121：12．52� 7．4�

22 サノノクヒオ 牡4栗 57
56 ☆菅原 明良佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 500－ 41：12．6� 10．6�

47 � ビービーグエル 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 500－ 81：12．91� 37．1�

59 ワンモアエフォート 牡4栗 57
56 ☆斎藤 新内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 506＋ 21：13．22 6．9	

713 サクセスリボーン 牡4黒鹿 57
56 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 500＋ 41：13．3アタマ 7．8


58 ミーハディビーナ 牝4青鹿 55
52 ▲服部 寿希 �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－ 81：13．51� 134．6�
814 ゴルトファルベン 牡4鹿 57

55 △泉谷 楓真 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 18．5�
34 エリモグリッター �4鹿 57

53 ★古川 奈穂山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 466＋ 21：13．71� 2．9
712� シ ュ ロ ス 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 514＋ 61：13．91 27．7�
815 メイショウオオヅツ 牡7鹿 57 	島 克駿松本 和子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B536－ 2 〃 ハナ 22．7�
35 � イチゴチャン 牝5栗 55

51 ★永島まなみ大冨 智弘氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 444＋141：14．0� 118．2�
11 ヒ バ リ 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 428＋ 21：14．53 11．7�
23 � ア ニ マ ー ダ 牡4青鹿57 菊沢 一樹庄司 紫紀氏 鈴木慎太郎 新ひだか ヒサイファーム 490－201：14．71 193．1�
611 ゴープラチナム 牝4芦 55

52 ▲小沢 大仁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 442＋101：15．12� 71．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，305，900円 複勝： 46，736，500円 枠連： 8，316，400円
馬連： 48，815，100円 馬単： 20，598，600円 ワイド： 44，930，800円
3連複： 78，137，300円 3連単： 88，589，700円 計： 365，430，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 210円 � 270円 枠 連（4－6） 1，890円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 790円 �� 890円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 32，630円

票 数

単勝票数 計 293059 的中 � 29484（5番人気）
複勝票数 計 467365 的中 � 53944（4番人気）� 62848（3番人気）� 41323（6番人気）
枠連票数 計 83164 的中 （4－6） 3396（8番人気）
馬連票数 計 488151 的中 �� 17140（7番人気）
馬単票数 計 205986 的中 �� 3115（17番人気）
ワイド票数 計 449308 的中 �� 14790（6番人気）�� 12977（11番人気）�� 10194（14番人気）
3連複票数 計 781373 的中 ��� 10100（14番人気）
3連単票数 計 885897 的中 ��� 1968（84番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―35．0―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ル メ ッ ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌14着

2016．3．16生 牝5栗 母 ハッピーヴァリュー 母母 ネームヴァリュー 22戦2勝 賞金 42，310，000円
※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） 2頭 スマートルミエール号・ユイノムサシ号



10021 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第9競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

66 メイショウシャガ 牡4黒鹿 57
54 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510＋ 81：53．8 4．5�

810� シュテルンシチー 牡5栗 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 456－ 2 〃 クビ 12．1�
77 ドラウプニル �5鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480－141：54．0� 9．9�
44 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57 �島 良太平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 562－ 21：54．11 4．8�
55 ハイオソラール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 520＋ 81：54．84 7．4�
11 サ ン ペ ド ロ 牡8栗 57 菊沢 一樹ディアレストクラブ� 清水 英克 日高 豊洋牧場 484－ 2 〃 クビ 75．8	
89 � ダノンローチェ 牡4黒鹿 57

53 ★永島まなみ�ダノックス 高橋 康之 浦河 有限会社
吉田ファーム 534＋ 41：55．12 22．9


22 アイスナイン 牡4鹿 57
56 ☆菅原 明良石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 502－101：55．95 5．4�

33 ルールシェーバー 牡4鹿 57 西村 淳也儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 476－ 21：56．53� 52．5�
78 クリノナイスガイ �4栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 472＋ 6 〃 クビ 4．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，681，700円 複勝： 33，997，600円 枠連： 6，987，800円
馬連： 40，744，800円 馬単： 19，411，100円 ワイド： 33，850，300円
3連複： 55，939，500円 3連単： 84，349，400円 計： 299，962，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 340円 � 280円 枠 連（6－8） 1，850円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 720円 �� 720円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 42，880円

票 数

単勝票数 計 246817 的中 � 43490（2番人気）
複勝票数 計 339976 的中 � 58734（2番人気）� 23397（7番人気）� 29459（6番人気）
枠連票数 計 69878 的中 （6－8） 2924（11番人気）
馬連票数 計 407448 的中 �� 11877（16番人気）
馬単票数 計 194111 的中 �� 3040（27番人気）
ワイド票数 計 338503 的中 �� 12335（11番人気）�� 12182（12番人気）�� 6416（22番人気）
3連複票数 計 559395 的中 ��� 5650（35番人気）
3連単票数 計 843494 的中 ��� 1426（195番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．7―13．0―13．0―12．9―13．1―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．1―49．1―1：02．1―1：15．0―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウシャガ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．15 阪神9着

2017．3．31生 牡4黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 11戦2勝 賞金 16，620，000円

10022 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第10競走 ��2，000�
い し う ち

石 打 特 別
発走14時40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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

35 トゥルーヴィル 牡4鹿 57 亀田 温心 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：01．8 5．5�
46 アウサンガテ 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 4．0�
712 ドリームインパクト 牡5鹿 57 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 504± 0 〃 ハナ 4．2�
34 ディアセオリー 牡4鹿 57 西村 淳也ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 62：02．11� 5．4�
814 ビートザウイングス �4栗 57 �島 克駿 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B472－102：02．2クビ 13．3	
59 ハギノエスペラント 牡4青鹿57 �島 良太日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 510＋102：02．31 11．3

23 コスモミローディア 牡5黒鹿57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 B466＋ 22：02．51	 52．3�
611 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 木幡 初也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 458± 02：02．81� 19．0�
815 グレルグリーン 牡5黒鹿57 川須 栄彦斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464± 02：02．9� 246．5
47 セツメンノトビウオ 牡4芦 57 小沢 大仁三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 452－12 〃 クビ 38．3�
11 レッドペルーシュ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 412＋ 62：03．11	 12．3�
610 スプリッツァー 牡4栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 470＋ 62：03．31	 77．0�
58 ロードオマージュ 牡4栗 57 菱田 裕二 �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 488＋ 22：03．4� 38．0�
22 � ベルフラカン 牡4青鹿57 勝浦 正樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 476＋182：04．67 238．0�
713 ベッサメモー 牝4鹿 55 藤井勘一郎吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

B524＋102：04．91� 68．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，340，000円 複勝： 62，762，900円 枠連： 14，522，500円
馬連： 76，585，900円 馬単： 32，058，400円 ワイド： 59，015，100円
3連複： 117，503，600円 3連単： 134，783，400円 計： 533，571，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 160円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 430円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 10，300円

票 数

単勝票数 計 363400 的中 � 52662（4番人気）
複勝票数 計 627629 的中 � 86964（4番人気）� 114547（1番人気）� 106044（2番人気）
枠連票数 計 145225 的中 （3－4） 18831（1番人気）
馬連票数 計 765859 的中 �� 53996（2番人気）
馬単票数 計 320584 的中 �� 8889（7番人気）
ワイド票数 計 590151 的中 �� 36043（2番人気）�� 20961（7番人気）�� 37597（1番人気）
3連複票数 計1175036 的中 ��� 43795（1番人気）
3連単票数 計1347834 的中 ��� 9485（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．5―12．8―13．2―12．8―12．4―11．3―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．2―50．0―1：03．2―1：16．0―1：28．4―1：39．7―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．4
3 ・（2，6）（4，7，13）（5，12，14）（1，11，15）3（9，10）8 4 2（4，6）（7，13）（5，14）12（1，11，15）3（9，8，10）

勝馬の
紹 介

トゥルーヴィル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev デビュー 2019．11．3 京都1着

2017．3．6生 牡4鹿 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 6戦2勝 賞金 24，752，000円
※出走取消馬 ホウオウビクトリー号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レットミーアウト号
（非抽選馬） 3頭 ショウナンダイキチ号・シルバータイド号・ラブエスポー号



10023 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第11競走 ��1，200�やまびこステークス
発走15時20分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．4．11以降3．4．4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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

58 スナークスター �5鹿 56 服部 寿希杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460－ 41：11．1 30．1�
59 エアコンヴィーナ 牝6黒鹿53 西村 淳也 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 468± 0 〃 アタマ 13．1�
611� ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 54 勝浦 正樹�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

504＋ 41：11．42 4．5�
35 シアーライン �8鹿 54 �島 克駿吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526＋101：11．5� 21．1�
610 メ デ ィ ク ス 牡5栗 55 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 アタマ 16．0�
713 メイショウミライ 牡6栗 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 502± 01：11．6クビ 8．1	
34 	 ヒルノサルバドール 牡8栗 56 富田 暁�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454＋ 41：11．7� 8．3

712 ポートナイトサイト 牝6栗 52 菅原 明良ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 476－ 21：11．8� 25．8�
23 ジョーフォレスト 牡4栗 55 菱田 裕二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 496－ 2 〃 アタマ 6．5�
47 テイエムノサッタ 牝5黒鹿50 永島まなみ竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 500＋221：12．22� 102．2
815 サンマルベスト 牡5栗 54 �島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 492＋ 8 〃 クビ 33．6�
22 スーパーアキラ 牡6栗 54 津村 明秀井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B522± 01：12．3クビ 19．8�
814 アイアムハヤスギル 牡5黒鹿56 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 4 〃 アタマ 8．9�
46 デンコウリジエール 牡4鹿 54 加藤 祥太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 480＋141：12．4クビ 6．3�
11 ファビュラスギフト 牝5鹿 52 城戸 義政 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 474＋101：13．89 55．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，221，000円 複勝： 85，989，400円 枠連： 38，091，300円
馬連： 197，353，500円 馬単： 66，525，700円 ワイド： 122，252，000円
3連複： 317，375，900円 3連単： 341，025，900円 計： 1，225，834，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 840円 � 390円 � 210円 枠 連（5－5） 18，980円

馬 連 �� 19，310円 馬 単 �� 38，490円

ワ イ ド �� 4，940円 �� 4，050円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 45，760円 3 連 単 ��� 345，790円

票 数

単勝票数 計 572210 的中 � 15176（12番人気）
複勝票数 計 859894 的中 � 22934（12番人気）� 55122（7番人気）� 125404（1番人気）
枠連票数 計 380913 的中 （5－5） 1555（33番人気）
馬連票数 計1973535 的中 �� 7920（62番人気）
馬単票数 計 665257 的中 �� 1296（124番人気）
ワイド票数 計1222520 的中 �� 6276（61番人気）�� 7670（55番人気）�� 26467（16番人気）
3連複票数 計3173759 的中 ��� 5201（147番人気）
3連単票数 計3410259 的中 ��� 715（1077番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．9―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―35．0―47．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 1，9（12，10）8，15，7（4，14）5（2，13）（3，6，11） 4 ・（1，9）（12，10）（8，15）（4，7）（5，14）（2，13）（3，11）6

勝馬の
紹 介

スナークスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．4．11生 �5鹿 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 25戦4勝 賞金 80，328，000円
〔制裁〕 スナークスター号の騎手服部寿希は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）24頭 アスタースウィング号・イッシン号・オヌシナニモノ号・ガンケン号・クインズヴィヴィ号・グラナリー号・

コウユークロガヨカ号・ゴールドラグーン号・サクラルーフェン号・ジャスパーイーグル号・シャドウハンター号・
スズカコーズマンボ号・タイセイブランシュ号・テルモードーサ号・ハルサカエ号・フォルツァエフ号・
ブリッツアウェイ号・プレシャスルージュ号・ホウオウスクラム号・マローネメタリコ号・メイショウハナモリ号・
メイショウベンガル号・モズダッシュスター号・ワイドカント号

10024 4月11日 晴 良 （3新潟1） 第2日 第12競走 ��
��1，200�

な お え つ

直 江 津 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

812 ジョニーズララバイ 牡5鹿 57 菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 41：09．4 6．0�

68 	 アランチャアミーゴ 
4栗 57 亀田 温心早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe
Thoroughbreds B488± 0 〃 � 12．1�

33 テーオーマルクス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 58．1�
710 バスクベレー 
5鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 468－ 41：09．5� 14．1�
11 � マジックバローズ 牡6鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 454－ 41：09．81 26．7�
79 	 マイネルアムニス 牡7芦 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar B516＋ 21：09．9� 97．4	

22 ケ ワ ロ ス 牝6鹿 55 西村 淳也 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 456＋ 41：10．0� 4．0


44 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 松本 大輝田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462± 0 〃 クビ 17．6�
55 リ ヴ ェ ー ル 牝4芦 55 斎藤 新栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 436－101：10．1クビ 7．0�
811 バカラクイーン 牝5栗 55 藤井勘一郎三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 482＋ 2 〃 ハナ 8．3�
67 	 クラシックココア 牝4鹿 54 �島 克駿吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd B500＋ 21：10．31� 3．4�
56 ニシノコデマリ 牝6鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 428＋ 41：10．83 105．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，466，600円 複勝： 83，388，300円 枠連： 20，750，600円
馬連： 119，836，900円 馬単： 48，617，600円 ワイド： 88，508，700円
3連複： 172，759，700円 3連単： 230，963，600円 計： 824，292，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 310円 � 1，330円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 4，270円 �� 9，260円

3 連 複 ��� 46，650円 3 連 単 ��� 210，620円

票 数

単勝票数 計 594666 的中 � 79262（3番人気）
複勝票数 計 833883 的中 � 108645（3番人気）� 71335（6番人気）� 13570（10番人気）
枠連票数 計 207506 的中 （6－8） 30042（1番人気）
馬連票数 計1198369 的中 �� 26876（17番人気）
馬単票数 計 486176 的中 �� 5859（30番人気）
ワイド票数 計 885087 的中 �� 21465（15番人気）�� 5273（38番人気）�� 2408（56番人気）
3連複票数 計1727597 的中 ��� 2777（117番人気）
3連単票数 計2309636 的中 ��� 795（558番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．5―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョニーズララバイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．7．21 中京1着

2016．3．7生 牡5鹿 母 メジロアリス 母母 メジロシルビア 18戦3勝 賞金 54，726，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 マジックバローズ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻2分遅延。

３レース目



（3新潟1）第2日 4月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

184，540，000円
3，020，000円
22，330，000円
1，480，000円
20，480，000円
68，744，000円
4，592，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
394，218，500円
626，529，200円
142，682，000円
751，820，100円
321，807，600円
606，341，900円
1，164，842，500円
1，432，642，400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 5，440，884，200円

総入場人員 1，131名 （有料入場人員 992名）
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