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10037 4月18日 小雨 不良 （3新潟1） 第4日 第1競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

46 アリエノール 牝3鹿 54 �島 克駿村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426－ 41：53．2 5．3�
611 メッザノッテ 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 452－101：54．05 4．8�
22 レスプロンディール 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 462＋ 21：54．21� 7．1�
58 ナムラコマチ 牝3鹿 54 横山 和生奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 424－ 21：55．05 5．6�
23 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 61：55．31� 45．5�
815 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 田中 健松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 446± 01：55．4� 43．9�
712 ブリリアントウェイ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁	杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 410－101：55．6� 9．7

59 ジンフィーズ 牝3鹿 54 藤井勘一郎谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 406－ 61：55．91� 209．4�
34 ダイヤモンドブルー 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真 Him Rock Racing
ホールディングス� 田中 博康 日高 タバタファーム B448＋ 3 〃 クビ 11．9

713 ビジンクライマー 牝3鹿 54 森 裕太朗岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング
フィールド牧場 450＋ 21：56．32� 127．4�

11 キーアクティヴ 牝3鹿 54 荻野 極北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 472 ― 〃 アタマ 140．0�
47 ローズトピアリー 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 480＋ 21：56．4クビ 53．2�
35 ローゼライト 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B426－ 41：56．72 31．5�
610 ドラマティコ 牝3青鹿54 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466－141：57．44 4．2�
814 サンアスペン 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 日高 道見牧場 484 ―1：57．82� 132．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，477，300円 複勝： 38，437，000円 枠連： 9，033，700円
馬連： 46，228，400円 馬単： 19，609，100円 ワイド： 43，260，600円
3連複： 68，092，800円 3連単： 69，678，700円 計： 318，817，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 190円 � 220円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 710円 �� 840円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 26，580円

票 数

単勝票数 計 244773 的中 � 36644（3番人気）
複勝票数 計 384370 的中 � 51705（4番人気）� 53773（3番人気）� 43280（5番人気）
枠連票数 計 90337 的中 （4－6） 9305（3番人気）
馬連票数 計 462284 的中 �� 19827（7番人気）
馬単票数 計 196091 的中 �� 3624（17番人気）
ワイド票数 計 432606 的中 �� 15713（8番人気）�� 13107（12番人気）�� 14404（10番人気）
3連複票数 計 680928 的中 ��� 9810（19番人気）
3連単票数 計 696787 的中 ��� 1900（86番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．3―13．3―12．6―12．4―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．3―51．6―1：04．2―1：16．6―1：29．1―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
2，6（8，11）（3，13，15）（4，9，12）10，7，5－1－14
2（6，11）（8，15）（3，13，12）9（4，7，10）14，1，5

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

勝馬の
紹 介

アリエノール �
�
父 Nyquist �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2020．11．21 東京12着

2018．1．26生 牝3鹿 母 ランドオーバーシー 母母 Belle Watling 2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ルコリエ号・ルージュフェリーク号

10038 4月18日 小雨 不良 （3新潟1） 第4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
1：08．5

重
重

23 サトノアポロン 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：12．0 1．3�

58 フォートレスヒル 牡3栗 56 坂井 瑠星谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 B480－ 21：12．21� 13．3�
59 ベイビーシャーク 牡3芦 56

52 ★古川 奈穂北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466＋ 61：12．3� 35．8�
815 チャイブテソーロ 牝3栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 472± 01：12．4クビ 8．8�
610 ベルウッドサンキュ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B446－101：12．5� 29．5�

713 ム ジ ッ ク 牝3栗 54 長岡 禎仁	三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 ハナ 19．7

34 ブルーグリッター 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 460± 01：12．92� 10．4�
611 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 446－18 〃 ハナ 73．3�
22 テイエムグレイト 牡3芦 56

53 ▲西谷 凜竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 474－ 41：13．0� 127．5
11 スマートラムセス 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真大川 徹氏 南井 克巳 新ひだか 静内山田牧場 506－141：13．31� 67．8�
814 テイエムハヤテオー 牡3栗 56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 21：13．4クビ 21．5�
712 ラピスラズリライト 牝3栗 54 田中 健巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 426＋121：13．71� 111．5�
35 キイソアリング 牝3鹿 54 杉原 誠人安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 394－ 61：14．33� 169．1�
47 シルバーテゾロ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹クラム 伊坂 重信 日高 山田 政宏 418－ 41：14．51� 168．6�
46 エルプシオン 牡3黒鹿56 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B480－ 21：15．35 95．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，182，100円 複勝： 120，378，700円 枠連： 8，615，000円
馬連： 41，824，600円 馬単： 27，515，000円 ワイド： 40，429，900円
3連複： 62，632，900円 3連単： 97，947，700円 計： 428，525，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 360円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 310円 �� 450円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 291821 的中 � 172729（1番人気）
複勝票数 計1203787 的中 � 939622（1番人気）� 42016（4番人気）� 19257（7番人気）
枠連票数 計 86150 的中 （2－5） 15629（1番人気）
馬連票数 計 418246 的中 �� 48595（2番人気）
馬単票数 計 275150 的中 �� 26121（2番人気）
ワイド票数 計 404299 的中 �� 36990（2番人気）�� 23252（5番人気）�� 5459（19番人気）
3連複票数 計 626329 的中 ��� 18114（9番人気）
3連単票数 計 979477 的中 ��� 12516（11番人気）

ハロンタイム 11．4―10．4―11．0―12．4―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．8―32．8―45．2―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F39．2
3 11，12（15，13）14，3－8（1，4）9，2，10－5－6，7 4 11（15，12）13－14，3－（4，8）9（1，10）2＝5－6，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアポロン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Super Saver デビュー 2020．7．25 新潟2着

2018．4．4生 牡3鹿 母 ファイナルディシジョン 母母 Palangana 7戦1勝 賞金 14，410，000円
〔その他〕 ラピスラズリライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラピスラズリライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月18日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リリーホワイト号
（非抽選馬） 1頭 エコロブラスト号

第１回 新潟競馬 第４日



10039 4月18日 小雨 不良 （3新潟1） 第4日 第3競走 ��1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 ウォーロード 牡3黒鹿 56
53 ▲秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 478－ 41：54．1 11．8�

610 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 荻野 極�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 498＋ 21：54．2クビ 3．9�
23 シゲルヒラシャイン 牡3鹿 56 坂井 瑠星森中 蕃氏 飯田 祐史 新冠 武田牧場 474＋ 21：55．05 7．7�
22 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 462－ 4 〃 クビ 25．6�
11 フ レ ー ゲ ル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 478± 0 〃 アタマ 8．6�
47 � ユイノザッパー 牡3栗 56

52 ★古川 奈穂田中 晴夫氏 矢作 芳人 米
Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

496± 01：55．42� 4．3	
713 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 512 ―1：56．46 84．5

815 アレッサンドロ 牡3鹿 56 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 456＋101：56．5� 14．7�
611 ゴ ラ ン デ ィ �3鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442－ 41：57．24 7．7�
59 リアルヴィジョン �3黒鹿56 黛 弘人﨏 文彦氏 武井 亮 浦河 山田 昇史 440－ 8 〃 アタマ 11．6
46 パーティーモード 牡3栗 56 藤井勘一郎竹下 浩一氏 安田 翔伍 新ひだか 上野 正恵 B462－ 61：57．94 15．0�
35 クリノサムライ 牡3栗 56 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 センチュリース

タッドファーム 444 ―2：00．4大差 229．9�
34 バービーボーイ 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜馬場 俊光氏 大根田裕之 新ひだか ゴールドアップカンパニー 518 ―2：02．8大差 59．3�
712 エ ル ピ ス 牡3青 56 杉原 誠人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：03．01� 63．8�
814 ヴ ィ ト ラ ス �3黒鹿 56

55 ☆富田 暁中村 祐子氏 茶木 太樹 新ひだか ケイアイファーム B458－10 （競走中止） 196．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，919，800円 複勝： 36，503，100円 枠連： 9，533，800円
馬連： 39，967，900円 馬単： 18，219，100円 ワイド： 39，310，300円
3連複： 63，393，300円 3連単： 67，333，900円 計： 299，181，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 160円 � 300円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，800円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 40，570円

票 数

単勝票数 計 249198 的中 � 16882（7番人気）
複勝票数 計 365031 的中 � 30278（5番人気）� 72926（1番人気）� 27549（6番人気）
枠連票数 計 95338 的中 （5－6） 10348（2番人気）
馬連票数 計 399679 的中 �� 16467（4番人気）
馬単票数 計 182191 的中 �� 3039（16番人気）
ワイド票数 計 393103 的中 �� 19712（3番人気）�� 5315（28番人気）�� 13391（6番人気）
3連複票数 計 633933 的中 ��� 7537（18番人気）
3連単票数 計 673339 的中 ��� 1203（135番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―12．9―12．0―12．0―13．0―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．2―50．1―1：02．1―1：14．1―1：27．1―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F40．0
1
3
10（9，14）11（2，1，8）－3，15－7－6－13－5－12－4
10－8－9，11，2，1，3，14，7，15－13－6－5＝12＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーロード �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．6 東京11着

2018．5．9生 牡3黒鹿 母 アールヌーヴォー 母母 ビューチフルドラマ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 ヴィトラス号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ヴィトラス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサムライ号・バービーボーイ号・エルピス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年5月18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。
（非抽選馬） 5頭 アスクローンウルフ号・スズカヒカリ号・ニホンピロハーバー号・ヒカリノミチ号・ファインハッピー号

10040 4月18日 小雨 不良 （3新潟1） 第4日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時15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

34 セレンゲティ 牝3芦 54
53 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446－ 41：12．0 4．9�

47 フ リ ブ ー ル 牝3鹿 54 横山 和生中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 440－ 4 〃 クビ 16．6�
46 アポロスマイル 牝3黒鹿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 B484± 01：12．21� 3．5�
59 ケリアテソーロ 牝3鹿 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 服部 牧場 450－ 21：12．62� 5．2�

58 シンシアハート 牝3芦 54
51 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 412－ 81：12．7クビ 21．5	
35 レーヴリアン 牝3鹿 54 長岡 禎仁矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 488－ 8 〃 アタマ 7．3

815 トラストドーベル 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 478－ 21：12．8� 13．6�
814 シュンガイト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角田 晃一 新ひだか 折手牧場 440＋ 41：13．01� 11．9�
712 インプルーヴ 牝3栗 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 426－ 41：13．1アタマ 11．9
11 ヴィクトリアブーケ 牝3芦 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 380－141：13．2� 42．4�
610 ウォーターブランカ 牝3芦 54

53 ☆富田 暁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 468＋ 61：13．73 238．1�
22 ピエナアリエル 牝3青鹿 54

51 ▲西谷 凜本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 390＋121：14．44 217．5�
23 タマモメルヘン 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 482＋121：15．46 20．6�
611 セ イ ー サ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 384± 01：15．5� 175．6�
713 スマートラパン 牝3鹿 54 城戸 義政大川 徹氏 石坂 公一 日高 本間牧場 380－ 21：15．81� 328．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，202，900円 複勝： 44，521，000円 枠連： 10，189，400円
馬連： 45，535，400円 馬単： 19，252，400円 ワイド： 45，335，200円
3連複： 73，449，000円 3連単： 77，628，600円 計： 345，113，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 430円 � 160円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 420円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 24，640円

票 数

単勝票数 計 292029 的中 � 47055（2番人気）
複勝票数 計 445210 的中 � 56534（3番人気）� 20850（9番人気）� 88655（1番人気）
枠連票数 計 101894 的中 （3－4） 13546（2番人気）
馬連票数 計 455354 的中 �� 6863（21番人気）
馬単票数 計 192524 的中 �� 1853（31番人気）
ワイド票数 計 453352 的中 �� 7224（24番人気）�� 29798（1番人気）�� 10826（11番人気）
3連複票数 計 734490 的中 ��� 14542（7番人気）
3連単票数 計 776286 的中 ��� 2284（57番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―12．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレンゲティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tapit デビュー 2020．9．20 中山4着

2018．3．2生 牝3芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウォーターブランカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月18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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パインヒル号
（非抽選馬） 1頭 メイショウホガラカ号



10041 4月18日 小雨 不良 （3新潟1） 第4日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時05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

22 スマートルシーダ 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 482－ 61：54．7 8．3�

35 アスカノミライ 牡3黒鹿56 武藤 雅豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 510－ 41：55．01� 34．3�
46 オーホンブリック 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 61：55．1� 6．6�
11 シゲルバクハツ 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：55．2アタマ 4．3�
23 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 502＋ 81：55．3� 21．5�
610 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 西村 淳也永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 460－ 41：55．4� 4．9	
712 ハッピーアナザー 牡3栗 56

55 ☆富田 暁永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：55．72 12．2

814 サンライズメモリー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗松岡 貴子氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 464＋101：55．91� 125．5�
58 プレイマウント 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 520± 01：56．43 90．0
59 クロパラントゥ �3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵長谷川祐司氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B488－101：56．93 8．1�
34 バ ラ キ エ ル �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B478－ 41：57．43 99．8�
713 クロスオブドリーム 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂 �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 480＋ 21：58．14 5．8�

611 クリストバウム 牡3黒鹿 56
55 ☆亀田 温心�G1レーシング 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 444＋ 21：58．42 32．2�

815 トーホウロッキー 牡3栗 56
52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 486± 01：58．71� 38．9�

47 ボルカンバル 牡3鹿 56 荻野 極 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 494 ―2：00．7大差 83．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，663，400円 複勝： 51，504，400円 枠連： 9，536，200円
馬連： 54，122，000円 馬単： 22，612，800円 ワイド： 52，057，700円
3連複： 87，053，200円 3連単： 92，479，000円 計： 403，028，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 360円 � 740円 � 230円 枠 連（2－3） 6，790円

馬 連 �� 13，500円 馬 単 �� 20，480円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，200円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 30，560円 3 連 単 ��� 150，330円

票 数

単勝票数 計 336634 的中 � 32353（6番人気）
複勝票数 計 515044 的中 � 36695（5番人気）� 15730（9番人気）� 68497（4番人気）
枠連票数 計 95362 的中 （2－3） 1087（23番人気）
馬連票数 計 541220 的中 �� 3105（38番人気）
馬単票数 計 226128 的中 �� 828（65番人気）
ワイド票数 計 520577 的中 �� 3735（35番人気）�� 11450（14番人気）�� 4537（30番人気）
3連複票数 計 870532 的中 ��� 2136（89番人気）
3連単票数 計 924790 的中 ��� 446（460番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―50．4―1：02．8―1：15．0―1：27．7―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートルシーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．2．14 阪神9着

2018．5．27生 牡3鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ボルカンバル号は，下見所で放馬。馬装整備。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 アスカノミライ号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・4番・8番）

ハッピーアナザー号の騎手富田暁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
オーホンブリック号の騎手�島克駿は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボルカンバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノインスパイア号・タイセイアーサー号

10042 4月18日 小雨 重 （3新潟1） 第4日 第6競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時35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
1：19．0
1：19．0

良
良

510 サンライズシューズ 牝3栗 54 西村 淳也呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：25．4 41．2�
11 ショウナンナビ 牝3栗 54 �島 克駿国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 502＋ 21：25．61 4．0�
24 アゼルスタン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－121：26．02� 3．1�
47 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 444＋ 21：26．32 5．6�
714 アラモードバイオ 牡3栗 56 津村 明秀バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 510＋ 41：26．93� 3．2	
36 ラピスデラビオス 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 424 ―1：27．11 234．8

12 イッソセレナーデ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗髙嶋 航氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 386 ―1：27．31 301．0�

611 サンウッドランド 牝3黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか レースホース牧場 444－ 81：27．4� 439．0�
23 � ライラックスマイル 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵 �ローレルレーシング 加藤 征弘 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

406 ―1：27．72 19．1
59 セイントフォース 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 412 ―1：27．8� 49．3�
48 メイショウクラーク 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 442 ―1：28．11� 21．3�
713 ディープパープル 牝3鹿 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 446 ―1：28．31 54．7�
612 ニシノラフィカ 牝3青鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 412＋101：29．04 176．1�
816 ク ロ メ 牝3鹿 54 横山 和生程田 真司氏 小野 次郎 日高 荒井ファーム 430 ―1：29．2� 89．1�
815 ソンフィレール 牝3鹿 54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 454 ― 〃 クビ 392．7�
35 サ ン ビ ー ム 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 492 ―1：34．2大差 262．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，882，500円 複勝： 32，238，300円 枠連： 7，782，400円
馬連： 33，936，900円 馬単： 16，428，700円 ワイド： 31，503，100円
3連複： 49，271，600円 3連単： 63，359，800円 計： 262，403，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 630円 � 170円 � 160円 枠 連（1－5） 4，040円

馬 連 �� 8，150円 馬 単 �� 22，810円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 2，160円 �� 350円

3 連 複 ��� 7，620円 3 連 単 ��� 95，500円

票 数

単勝票数 計 278825 的中 � 5401（7番人気）
複勝票数 計 322383 的中 � 9459（7番人気）� 55675（4番人気）� 60069（2番人気）
枠連票数 計 77824 的中 （1－5） 1490（11番人気）
馬連票数 計 339369 的中 �� 3227（19番人気）
馬単票数 計 164287 的中 �� 540（48番人気）
ワイド票数 計 315031 的中 �� 3996（16番人気）�� 3487（19番人気）�� 26209（4番人気）
3連複票数 計 492716 的中 ��� 4845（22番人気）
3連単票数 計 633598 的中 ��� 481（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．5―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズシューズ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．5．12生 牝3栗 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ショウナンガニアン号の騎手坂井瑠星は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・16番）
〔その他〕 ショウナンナビ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

クロメ号・ソンフィレール号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノラフィカ号・サンビーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18日

まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンナビ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月18日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アメチャン号・トミケンサルタール号



10043 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4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

59 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55
52 ▲永野 猛蔵 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：54．5 12．2�

58 タマモパッション 牝4鹿 55
53 △泉谷 楓真タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 484－14 〃 ハナ 6．4�

35 キラープレゼンス 牝5青鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：54．6� 2．6�
11 ジャストマリッジ 牝5栗 55 森 裕太朗 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 430＋ 61：55．02� 15．8�
712 ナーシサステソーロ 牝4芦 55 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 454－ 21：55．1クビ 133．1	
815 フォギーデイ 牝4青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 476＋ 4 〃 クビ 12．5

46 サツキワルツ 牝6鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462＋ 21：55．41� 68．8�
34 デンセツノマジョ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 460－16 〃 ハナ 22．2�
23 � フォーチュンリング 牝6鹿 55 西村 淳也岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 454± 01：55．71� 15．0
713 ノワールフレグラン 牝4青鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B436± 01：55．91� 5．9�
610 シークレットローザ 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 468＋ 21：56．0� 82．7�
47 � ルレーヴドゥリリ 牝4黒鹿55 武藤 雅加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 B490－ 41：56．63� 70．5�
814 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿 55

54 ☆亀田 温心橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 442＋ 2 〃 クビ 81．7�
611 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿 55

51 ★古川 奈穂ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 468＋ 21：57．87 10．8�
22 ジ ュ ネ ス 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468－ 41：58．33 17．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，939，500円 複勝： 46，310，700円 枠連： 10，296，200円
馬連： 46，027，700円 馬単： 20，090，000円 ワイド： 48，956，100円
3連複： 74，447，500円 3連単： 82，786，400円 計： 357，854，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 330円 � 180円 � 150円 枠 連（5－5） 5，430円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 11，670円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 770円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 45，670円

票 数

単勝票数 計 289395 的中 � 18855（5番人気）
複勝票数 計 463107 的中 � 27807（7番人気）� 66514（2番人気）� 100496（1番人気）
枠連票数 計 102962 的中 （5－5） 1469（21番人気）
馬連票数 計 460277 的中 �� 8928（14番人気）
馬単票数 計 200900 的中 �� 1291（41番人気）
ワイド票数 計 489561 的中 �� 10378（15番人気）�� 15939（7番人気）�� 34507（2番人気）
3連複票数 計 744475 的中 ��� 12624（10番人気）
3連単票数 計 827864 的中 ��� 1314（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―38．2―51．0―1：03．0―1：15．0―1：27．7―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ニ イ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．6 中山3着

2017．2．18生 牝4栗 母 ヒアーズトウショウ 母母 シーイズトウショウ 9戦2勝 賞金 18，260，000円

10044 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4日 第8競走 2，500�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
2：38．8
2：38．6

重
不良

710 サンロックランド 牡4鹿 57 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 510± 02：41．9 9．7�
33 シャイニングデイズ 牡5鹿 57

53 ★古川 奈穂杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B474± 02：42．43 9．6�
68 アシェットデセール 牡4青鹿 57

56 ☆菅原 明良 �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 22：42．5� 13．7�

79 レッドラトゥール �4鹿 57
56 ☆亀田 温心 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B480± 02：42．6� 5．5�

55 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 勝浦 正樹トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 522＋ 6 〃 ハナ 5．1	
22 セイカヤマノ 牡5黒鹿57 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B496－ 22：42．81 19．9

56 スキルショット 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 490－ 62：43．01� 5．4�
11 カッティングロック 牡4黒鹿57 丹内 祐次石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B514－ 22：43．53 4．5�
67 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 492－ 22：43．92� 19．8
811 スズカブランコ 牡5栗 57

54 ▲小沢 大仁永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 464－ 22：44．11 70．9�
812� ゾ ロ 牡5栗 57 西村 淳也北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 468± 02：44．84 15．5�
44 ビッグブルー 牡5鹿 57 武藤 雅�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 500－ 22：45．86 60．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，374，700円 複勝： 42，388，700円 枠連： 9，204，000円
馬連： 44，629，600円 馬単： 19，002，900円 ワイド： 40，539，900円
3連複： 67，102，400円 3連単： 79，455，400円 計： 328，697，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 290円 � 500円 枠 連（3－7） 1，660円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，410円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 25，110円 3 連 単 ��� 131，810円

票 数

単勝票数 計 263747 的中 � 21584（6番人気）
複勝票数 計 423887 的中 � 36438（6番人気）� 40793（5番人気）� 20283（8番人気）
枠連票数 計 92040 的中 （3－7） 4292（7番人気）
馬連票数 計 446296 的中 �� 7612（20番人気）
馬単票数 計 190029 的中 �� 1786（36番人気）
ワイド票数 計 405399 的中 �� 7611（17番人気）�� 4306（32番人気）�� 4433（31番人気）
3連複票数 計 671024 的中 ��� 2004（92番人気）
3連単票数 計 794554 的中 ��� 437（480番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―12．1―13．4―13．6―13．9―13．8―13．2―12．1―11．8―12．9―12．9―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．3―30．4―43．8―57．4―1：11．3―1：25．1―1：38．3―1：50．4―2：02．2―2：15．1―2：28．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンロックランド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．11．2 東京9着

2017．4．12生 牡4鹿 母 ア リ ー ペ デ 母母 ビューティトゥペトリオロ 17戦2勝 賞金 22，890，000円



10045 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4日 第9競走 1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

57 ショウナンアニメ 牡4鹿 57 �島 克駿�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492＋121：11．0 4．6�
69 スマートルミエール 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 448－ 4 〃 アタマ 36．2�
22 ティートラップ 牡4鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 458＋ 21：11．42� 5．4�
11 ケイアイマリブ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B492＋101：11．5� 8．0�
33 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 466＋ 2 〃 アタマ 24．3	
46 � ユイノムサシ 牡5芦 57 津村 明秀由井健太郎氏 辻 哲英 新ひだか 山口 忠彦 472＋ 41：11．6� 47．0

58 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 488＋ 21：11．7クビ 31．8�
610 エンペラーズパレス 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 510± 01：11．91� 32．5�
814 サウンドプリズム 牡4青鹿 57

56 ☆富田 暁増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B450＋101：12．21� 6．8
711 ユキノヴェルデ 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 510－ 21：12．3クビ 61．1�
712 サンライズプラウ 牡4鹿 57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 B472＋ 61：12．51	 11．3�
45 シゲルカセイ 牡4栗 57

54 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 41：13．03 4．0�

813� グランディール 牡5鹿 57 丹内 祐次ライオンレースホース� 清水 英克 平取 スガタ牧場 578＋ 2 〃 クビ 195．1�
34 ハリウッドヒルズ 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－161：13．1クビ 13．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，054，900円 複勝： 47，924，800円 枠連： 9，766，400円
馬連： 55，117，300円 馬単： 21，783，700円 ワイド： 47，444，300円
3連複： 82，210，500円 3連単： 97，847，400円 計： 392，149，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 690円 � 190円 枠 連（5－6） 3，160円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 14，900円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 710円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 101，340円

票 数

単勝票数 計 300549 的中 � 51433（2番人気）
複勝票数 計 479248 的中 � 72472（3番人気）� 13793（10番人気）� 73291（2番人気）
枠連票数 計 97664 的中 （5－6） 2393（17番人気）
馬連票数 計 551173 的中 �� 4077（38番人気）
馬単票数 計 217837 的中 �� 1096（58番人気）
ワイド票数 計 474443 的中 �� 3354（43番人気）�� 18117（6番人気）�� 4482（33番人気）
3連複票数 計 822105 的中 ��� 3351（66番人気）
3連単票数 計 978474 的中 ��� 700（382番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．9―12．1―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．0―45．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F38．0
3 6，7（2，9）（3，12）4（1，8，11）－5－14，10－13 4 ・（6，7）（2，9）3（1，12）（8，4）11－14，5，10－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンアニメ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Judge T C デビュー 2020．1．18 中山2着

2017．3．26生 牡4鹿 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan 10戦2勝 賞金 19，600，000円

10046 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4日 第10競走 ��
��2，400�

おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走14時40分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

33 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿57 坂井 瑠星山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 500± 02：34．8 18．5�
22 ウインベイランダー 牡4芦 57 武藤 雅�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 22：35．54 17．0�
44 テーオーフォルテ 牡7鹿 57 秋山真一郎小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 42：35．71� 17．3�
810 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿55 勝浦 正樹杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 468＋ 42：36．01	 6．3�
77 マイネルコロンブス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 464－ 42：36．21
 3．0�
11 ダブルフラット 牡6黒鹿57 �島 克駿金子真人ホール

ディングス� 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：36．83
 4．6	
78 サトノゴールド �4芦 57 西村 淳也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 468＋ 82：37．75 18．6

55 モ ク レ レ �7黒鹿57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502－ 22：37．8	 8．5�
89 カ ン バ ラ 牝4栗 55 津村 明秀ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 62：40．7大差 16．9�
66 バルバレスコ 牝4鹿 55 横山 和生 シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：41．23 6．5�
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売 得 金
単勝： 34，202，900円 複勝： 46，350，000円 枠連： 9，348，700円
馬連： 65，698，000円 馬単： 27，829，700円 ワイド： 52，760，700円
3連複： 97，107，800円 3連単： 132，616，000円 計： 465，913，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 620円 � 480円 � 440円 枠 連（2－3） 10，870円

馬 連 �� 11，320円 馬 単 �� 22，730円

ワ イ ド �� 3，270円 �� 3，150円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 32，490円 3 連 単 ��� 201，980円

票 数

単勝票数 計 342029 的中 � 14784（9番人気）
複勝票数 計 463500 的中 � 18981（10番人気）� 25455（7番人気）� 28289（6番人気）
枠連票数 計 93487 的中 （2－3） 666（30番人気）
馬連票数 計 656980 的中 �� 4497（43番人気）
馬単票数 計 278297 的中 �� 918（86番人気）
ワイド票数 計 527607 的中 �� 4154（42番人気）�� 4318（41番人気）�� 4734（39番人気）
3連複票数 計 971078 的中 ��� 2241（109番人気）
3連単票数 計1326160 的中 ��� 476（651番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―12．5―13．3―13．7―13．2―12．3―12．2―12．3―12．5―13．0―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．5―38．0―51．3―1：05．0―1：18．2―1：30．5―1：42．7―1：55．0―2：07．5―2：20．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコノシュア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．3．2 小倉7着

2016．3．22生 牡5黒鹿 母 ブルーボンボヤージ 母母 ステディプロスペクト 23戦3勝 賞金 43，344，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンバラ号・バルバレスコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18日ま

で平地競走に出走できない。



10047 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4日 第11競走 ��
��2，000�福 島 民 報 杯（Ｌ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，2．4．18以降3．4．11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

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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

11 マイネルウィルトス 牡5黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 22：03．7 11．8�

24 プレシャスブルー 牡7鹿 54 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 436＋102：05．5大差 30．4�
35 サトノクロニクル 牡7鹿 56 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472＋ 42：05．6� 16．4�
510� ツーエムアロンソ 牡5鹿 53 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 534－ 42：05．81	 20．5�
36 インビジブルレイズ 牡7鹿 56 富田 暁 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 474－ 22：06．01� 37．8	
12 ゴーフォザサミット 牡6黒鹿56 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 516－ 22：06．85 16．9

47 ハッピーアワー 牡5鹿 54 荻野 極髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 6 〃 クビ 84．3�
713� トーセンスーリヤ 牡6栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 42：07．43� 4．1
48 ロードマイウェイ 牡5鹿 57 西村 淳也 �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 476± 0 〃 アタマ 6．8�
23 ドリームソルジャー 牡7栗 54 丸田 恭介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 62：07．5� 71．0�

59 ウインイクシード 牡7黒鹿56 武藤 雅�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498－ 22：07．6クビ 4．3�
612 アドマイヤジャスタ 牡5鹿 56 酒井 学近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 ハナ 22．3�
714 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 56 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋ 62：07．91
 8．2�
815 マンオブスピリット 牡4鹿 55 �島 良太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 ハナ 42．5�
816 ド ゥ オ ー モ 牡8鹿 53 亀田 温心広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 474－ 2 〃 クビ 42．4�
611 ショウナンバルディ 牡5黒鹿54 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 456＋ 62：08．43 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，719，400円 複勝： 84，670，100円 枠連： 44，574，900円
馬連： 202，471，700円 馬単： 68，468，600円 ワイド： 131，384，500円
3連複： 342，949，200円 3連単： 354，799，700円 計： 1，291，038，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 730円 � 480円 枠 連（1－2） 6，430円

馬 連 �� 21，920円 馬 単 �� 42，930円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 2，990円 �� 6，440円

3 連 複 ��� 94，420円 3 連 単 ��� 473，710円

票 数

単勝票数 計 617194 的中 � 41716（5番人気）
複勝票数 計 846701 的中 � 65325（5番人気）� 28669（11番人気）� 46278（7番人気）
枠連票数 計 445749 的中 （1－2） 5366（25番人気）
馬連票数 計2024717 的中 �� 7157（64番人気）
馬単票数 計 684686 的中 �� 1196（126番人気）
ワイド票数 計1313845 的中 �� 6215（61番人気）�� 11425（36番人気）�� 5238（69番人気）
3連複票数 計3429492 的中 ��� 2724（250番人気）
3連単票数 計3547997 的中 ��� 543（1251番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．8―12．1―12．6―12．6―12．9―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．0―46．8―58．9―1：11．5―1：24．1―1：37．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．6
3 11－8，13（1，2）9（6，10，12）（5，7，14）（4，16）3，15 4 11－（8，13）1，2（6，9）（10，12）（5，7，14）（4，16）3，15

勝馬の
紹 介

マイネルウィルトス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．9．29 阪神3着

2016．3．17生 牡5黒鹿 母 マイネボヌール 母母 コスモフォーチュン 27戦5勝 賞金 129，730，000円
〔制裁〕 インビジブルレイズ号の騎手富田暁は，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：11番）

ツーエムアロンソ号の騎手泉谷楓真は，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：13番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 アルジャンナ号・アンコールプリュ号・バレリオ号・パンサラッサ号

10048 4月18日 雨 不良 （3新潟1） 第4日 第12競走 ��1，200�
か く だ は ま

角 田 浜 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

34 シ ン シ テ ィ 牝4黒鹿55 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 466＋ 21：10．5 2．8�
611� パーティナシティ 牡5鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

512＋241：10．92� 25．9�
47 ココロノイコロ 牡6黒鹿57 菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 442－ 6 〃 アタマ 10．3�
11 トモジャドット 牡5栗 57 菅原 明良吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 552＋10 〃 アタマ 11．2�
23 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 丸田 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 504＋ 61：11．1� 34．6�
46 ロゼキルシュ 牝4栗 55 亀田 温心�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 488－ 2 〃 クビ 40．7	
59 バナナボート 牡7栗 57 秋山 稔樹田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 坂元 芳春 452－ 6 〃 アタマ 44．9

815 コ パ シ ー ナ 	4栗 57 永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 61：11．31 6．1�
814 ラ ヴ ノ ッ ト 牝6鹿 55 小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 490＋ 81：11．4� 214．1�
35 ハナブショウ 牝5鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 448－ 81：11．5� 9．9
712 ビートマジック 	5黒鹿57 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 468－ 81：11．81� 5．7�
58 エターナルダイヤ 牡4栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 488－101：12．54 19．5�
610 グランマリアージュ 牝4鹿 55 西村 淳也 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476＋121：12．6� 14．9�
22 ア ス カ リ 	5栗 57 富田 暁吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B504－ 61：12．91� 31．6�
713 ピシュマニエ 牝4栗 55 藤田菜七子嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 480＋221：13．0� 91．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，883，000円 複勝： 89，444，200円 枠連： 25，960，700円
馬連： 124，156，000円 馬単： 45，513，000円 ワイド： 104，057，900円
3連複： 196，269，200円 3連単： 221，166，800円 計： 871，450，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 680円 � 240円 枠 連（3－6） 1，420円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 650円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 19，530円 3 連 単 ��� 95，440円

票 数

単勝票数 計 648830 的中 � 182000（1番人気）
複勝票数 計 894442 的中 � 183797（1番人気）� 25925（12番人気）� 96135（4番人気）
枠連票数 計 259607 的中 （3－6） 14105（4番人気）
馬連票数 計1241560 的中 �� 15127（24番人気）
馬単票数 計 455130 的中 �� 3772（36番人気）
ワイド票数 計1040579 的中 �� 10594（35番人気）�� 44165（4番人気）�� 6429（52番人気）
3連複票数 計1962692 的中 ��� 7536（75番人気）
3連単票数 計2211668 的中 ��� 1680（349番人気）

ハロンタイム 11．4―10．4―11．1―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．8―32．9―45．1―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン シ テ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．18 京都3着

2017．4．17生 牝4黒鹿 母 ジェネロシティー 母母 バグワイザー 6戦3勝 賞金 32，229，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノビッグサージ号
（非抽選馬） 1頭 エスシーミホーク号

３レース目



（3新潟1）第4日 4月18日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 173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

207，360，000円
13，830，000円
24，460，000円
1，400，000円
24，340，000円
71，458，500円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
415，502，400円
680，671，000円
163，841，400円
799，715，500円
326，325，000円
677，040，200円
1，263，979，400円
1，437，099，400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 5，764，174，300円

総入場人員 1，142名 （有料入場人員 1，014名）
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