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10085 5月2日 曇 不良 （3新潟1） 第8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

59 スクウェアセイル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：53．7 4．3�
815 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック B468－ 81：54．44 4．2�
712 トウカイベルシナル 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 440＋ 61：54．71� 6．8�
23 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 450＋ 21：54．8� 32．5�
611 フラワーリスペクト 牝3栗 54

50 ★永島まなみ花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420＋ 21：54．9� 90．9	

11 キャニオニング 牝3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 436＋ 61：55．11� 145．0


47 スマイルヴィヴァン 牝3鹿 54
53 ☆菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 438＋16 〃 クビ 19．6�

58 タマモポラリス 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 446－ 21：55．2� 27．5�

22 フェアリーアイ 牝3青鹿 54
51 ▲小林 凌大細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 464＋ 21：55．3� 251．3

46 コンフィアンス 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 448－ 21：55．4� 8．0�

713 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 西村 淳也�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：55．5クビ 2．9�
610 ペイシャレン 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 454＋ 61：55．71� 132．8�
814 フィールザスター 牝3青鹿54 丹内 祐次櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 452－121：56．12� 158．0�
34 ベゼドランジュ 牝3栗 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 510 ―1：56．42 60．8�
35 ブラウンキュバン 牝3青鹿54 城戸 義政キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 438＋121：59．4大差 198．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，292，600円 複勝： 49，348，300円 枠連： 9，806，100円
馬連： 49，314，800円 馬単： 24，037，000円 ワイド： 48，813，700円
3連複： 82，868，900円 3連単： 91，199，100円 計： 381，680，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 430円 �� 570円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 262926 的中 � 47865（3番人気）
複勝票数 計 493483 的中 � 87670（3番人気）� 93412（2番人気）� 60672（4番人気）
枠連票数 計 98061 的中 （5－8） 7129（5番人気）
馬連票数 計 493148 的中 �� 31793（5番人気）
馬単票数 計 240370 的中 �� 8704（7番人気）
ワイド票数 計 488137 的中 �� 29928（4番人気）�� 21335（9番人気）�� 22278（6番人気）
3連複票数 計 828689 的中 ��� 23356（7番人気）
3連単票数 計 911991 的中 ��� 5500（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―49．7―1：01．7―1：14．0―1：26．7―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．7
1
3
9，15，1，7（8，12）14（4，13）（10，11）（3，5）6，2
9，15－（1，14）（12，13）7－11（8，10，3）6（4，2）－5

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

勝馬の
紹 介

スクウェアセイル �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．15 小倉7着

2018．3．6生 牝3鹿 母 カラベルラティーナ 母母 ス タ ー ミ ー 6戦1勝 賞金 10，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンキュバン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2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。
（非抽選馬） 2頭 サピエンシア号・テイエムユキマイ号

10086 5月2日 曇 不良 （3新潟1） 第8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

11 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿56 吉田 隼人増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490－ 21：12．3 1．6�
611 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 446＋ 2 〃 ハナ 3．4�
712 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± 01：12．61� 10．3�

23 ベストシンガー 牝3鹿 54 津村 明秀石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B446－ 2 〃 ハナ 12．5�
22 ペプチドモナ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 424＋101：12．7� 25．1�
815 ルーマーミル �3黒鹿56 西村 淳也ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 2 〃 ハナ 48．4�
46 メモリーウイニング 牡3黒鹿56 荻野 琢真	シンザンクラブ 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 488 ―1：12．91 164．5

610 ドリームウィーバー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 B460－ 61：13．0� 77．8�
34 ゴーゴーレインボー 牝3黒鹿54 黛 弘人星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 446＋ 21：13．1クビ 228．6�
58 ア ザ ル 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 434＋ 81：13．31� 21．6
47 ビキニパレード 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 千津氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 472 ―1：13．41 95．0�
713 ドナレイラニ 牝3黒鹿54 高倉 稜山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか 木下牧場 450＋ 61：13．82� 140．6�
35 ピヨピヨピピピ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新藤本 直弘氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 408－ 6 〃 クビ 256．6�
59 エイシンティアラ 牝3黒鹿54 川又 賢治	栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 444－ 61：14．33 99．4�
814 ボンラヴォーロ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹小林 由明氏 菊川 正達 新冠 中地 義次 438＋141：14．4� 75．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，557，600円 複勝： 53，568，900円 枠連： 7，433，800円
馬連： 35，332，400円 馬単： 24，554，200円 ワイド： 36，235，400円
3連複： 58，159，300円 3連単： 94，292，200円 計： 337，133，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 275576 的中 � 134449（1番人気）
複勝票数 計 535689 的中 � 284533（1番人気）� 76562（2番人気）� 43923（4番人気）
枠連票数 計 74338 的中 （1－6） 22466（1番人気）
馬連票数 計 353324 的中 �� 104303（1番人気）
馬単票数 計 245542 的中 �� 53249（1番人気）
ワイド票数 計 362354 的中 �� 86062（1番人気）�� 30899（2番人気）�� 18300（5番人気）
3連複票数 計 581593 的中 ��� 81137（1番人気）
3連単票数 計 942922 的中 ��� 49842（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―12．4―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―45．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドウイッシュ �
�
父 サウンドボルケーノ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．22 小倉15着

2018．3．2生 牡3黒鹿 母 ハートアンドハート 母母 ハートサムデイ 11戦1勝 賞金 12，120，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ペプチドモナ号の騎手角田大和は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・11番）
〔3走成績による出走制限〕 エイシンティアラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2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 ユイノストレート号
（非抽選馬） 4頭 ヴァラマイト号・タイセイフリート号・ニシノラフカット号・モーニングアップ号

第１回 新潟競馬 第８日



10087 5月2日 小雨 不良 （3新潟1） 第8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

47 シュルレアリスト 牡3鹿 56 津村 明秀�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 21：53．2 3．9�

59 サムハンター 牡3栗 56
52 ★永島まなみ�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 466－141：53．51� 5．0�

22 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± 01：54．24 23．3�

713 アスカノミライ 牡3黒鹿56 中井 裕二豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 508－ 21：54．62� 6．0�
610 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± 01：54．7� 21．7�
35 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 B488－ 41：54．8クビ 22．2	
815 ガラティーン 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494＋ 61：55．01� 24．4


58 ジュンキリタップ 牡3芦 56 丹内 祐次河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 500－ 81：55．53 2．4�
11 カシノオラフ 牡3芦 56 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 450＋ 61：56．24 271．8�
34 セ ン ナ リ �3鹿 56 城戸 義政ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 464－ 41：56．62� 132．0�
611 ハンデンキング 牡3黒鹿56 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 新ひだか 城地牧場 B510＋141：56．81� 584．4�
46 メモラーブル 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 456－101：57．65 28．5�
712 ジェステミニョン 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 村上 進治 454± 01：58．23� 476．0�
814 シネマトウショウ 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか 坂本 健一 430－ 61：58．62� 327．4�
23 ヒロノサミット 牡3鹿 56

54 △山田 敬士小野 博郷氏 牧 光二 清水 小野瀬 竜馬 496＋ 61：59．34 648．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，170，000円 複勝： 42，537，100円 枠連： 7，540，500円
馬連： 44，829，200円 馬単： 22，059，200円 ワイド： 43，487，900円
3連複： 70，835，800円 3連単： 81，800，200円 計： 343，259，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 210円 � 410円 枠 連（4－5） 320円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，130円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 24，630円

票 数

単勝票数 計 301700 的中 � 61416（2番人気）
複勝票数 計 425371 的中 � 75166（2番人気）� 55816（4番人気）� 21659（5番人気）
枠連票数 計 75405 的中 （4－5） 17938（1番人気）
馬連票数 計 448292 的中 �� 29867（4番人気）
馬単票数 計 220592 的中 �� 7774（8番人気）
ワイド票数 計 434879 的中 �� 26870（4番人気）�� 9599（16番人気）�� 6050（22番人気）
3連複票数 計 708358 的中 ��� 7076（23番人気）
3連単票数 計 818002 的中 ��� 2407（77番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．9―12．8―11．8―11．7―12．4―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．7―50．5―1：02．3―1：14．0―1：26．4―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュルレアリスト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．22 小倉4着

2018．3．5生 牡3鹿 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 6戦1勝 賞金 8，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シネマトウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2日まで平地競走

に出走できない。
ヒロノサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月2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〕 メモラーブル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2日まで平地競走に出走できな
い。

10088 5月2日 小雨 不良 （3新潟1） 第8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

47 グ リ モ リ オ 牝3鹿 54 菊沢 一樹吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 492－ 21：11．6 6．8�
814 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± 01：11．7� 3．5�
815 タガノマーチ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444＋ 21：11．91� 3．4�

11 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 438－ 21：12．11� 17．8�
712 ケリアテソーロ 牝3鹿 54 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 服部 牧場 446－ 41：12．2� 14．7�
46 ビ ー ア ッ プ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 464± 01：12．3アタマ 12．2	
713 ラグラスドシエル 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 小河 豊水 440－ 4 〃 クビ 5．9


58 ショウナンアドール 牝3鹿 54 西村 淳也国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム B450－ 61：12．51� 10．7�
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 456＋14 〃 クビ 71．5�
59 フ ィ リ ア 牝3栗 54 森 裕太朗吉田 千津氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 434 ―1：13．03 94．8
23 ヤマニンフィスキオ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗土井 肇氏 稲垣 幸雄 浦河 廣田 光夫 472＋ 61：13．31� 381．4�
22 アイアンランナー 牝3鹿 54

52 △山田 敬士池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか グローリーファーム 510＋101：13．4� 185．7�
610 ブラッシングリー 牝3黒鹿54 城戸 義政吉田 和子氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：13．61� 481．3�
611 ヒロシゲクリスタル 牝3鹿 54 柴山 雄一阿尾 浩和氏 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 458± 01：13．81� 208．6�
35 ハッピーホリデイズ 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹山上 和良氏 高橋 祥泰 新冠 村上 進治 438＋ 41：14．33 54．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，709，400円 複勝： 44，998，400円 枠連： 11，170，500円
馬連： 45，096，400円 馬単： 21，307，000円 ワイド： 45，380，500円
3連複： 72，307，000円 3連単： 85，285，300円 計： 357，254，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 660円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 12，640円

票 数

単勝票数 計 317094 的中 � 36925（4番人気）
複勝票数 計 449984 的中 � 39080（5番人気）� 105476（1番人気）� 93124（2番人気）
枠連票数 計 111705 的中 （4－8） 20446（2番人気）
馬連票数 計 450964 的中 �� 18870（4番人気）
馬単票数 計 213070 的中 �� 4456（14番人気）
ワイド票数 計 453805 的中 �� 16597（7番人気）�� 15234（11番人気）�� 73559（1番人気）
3連複票数 計 723070 的中 ��� 32759（5番人気）
3連単票数 計 852853 的中 ��� 4888（26番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ リ モ リ オ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．8．23 新潟6着

2018．1．20生 牝3鹿 母 スペルオンミー 母母 ウィッチズハット 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 ビーアップ号の騎手西谷凜は，病気のため藤田菜七子に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ブラッシングリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 タイセイラグーン号・ヘーベー号・ボンバーガール号



10089 5月2日 小雨 重 （3新潟1） 第8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

66 チュウワエンジェル 牝3鹿 54 吉田 隼人中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486－ 42：35．7 5．1�
22 タイセイコマンド 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B474－ 42：35．81 3．4�
55 スケボーマン 牡3黒鹿56 菊沢 一樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 B468－ 22：36．01� 71．1�
11 ディープラック 牡3栗 56 秋山真一郎深見 敏男氏 藤岡 健一 浦河 村下農場 470± 02：36．2� 8．3�
78 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 22：36．52 18．9�
33 イッツライフ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444＋ 22：36．6クビ 120．2	
811 コ タ 牡3青鹿56 中井 裕二小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B458－ 8 〃 ハナ 77．1

67 バ ケ ル 牡3青鹿56 �島 良太ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 484＋ 22：37．55 4．9�
810 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 B452－ 42：37．6	 7．1
44 シャイニングパール 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 420＋ 4 〃 ハナ 17．7�
79 ドゥラヴィータ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 62：38．55 6．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，619，800円 複勝： 31，180，400円 枠連： 7，397，500円
馬連： 38，703，700円 馬単： 18，788，300円 ワイド： 33，849，700円
3連複： 60，059，600円 3連単： 82，938，000円 計： 295，537，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 160円 � 1，070円 枠 連（2－6） 510円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，190円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 55，930円

票 数

単勝票数 計 226198 的中 � 35421（3番人気）
複勝票数 計 311804 的中 � 41901（3番人気）� 65286（1番人気）� 5361（9番人気）
枠連票数 計 73975 的中 （2－6） 11155（2番人気）
馬連票数 計 387037 的中 �� 28910（1番人気）
馬単票数 計 187883 的中 �� 6054（7番人気）
ワイド票数 計 338497 的中 �� 20382（3番人気）�� 2597（29番人気）�� 2447（30番人気）
3連複票数 計 600596 的中 ��� 3129（52番人気）
3連単票数 計 829380 的中 ��� 1075（224番人気）

ハロンタイム 13．4―12．4―12．7―13．0―14．0―14．0―12．9―12．6―12．9―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．8―38．5―51．5―1：05．5―1：19．5―1：32．4―1：45．0―1：57．9―2：10．3―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チュウワエンジェル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2020．11．21 東京9着

2018．2．3生 牝3鹿 母 エレクトラム 母母 Carolines Secret 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 シャイニングパール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2日まで平地競走に出走

できない。
※イッツライフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10090 5月2日 曇 不良 （3新潟1） 第8日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時35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

59 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 478＋ 61：53．5 2．8�

34 テイエムリオン 牡3黒鹿 56
54 △山田 敬士竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 470＋ 81：54．13� 11．5�

23 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 518－ 21：54．63 37．2�

47 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 490－ 21：54．7クビ 33．0�

58 ボニンブルー 牡3鹿 56 西村 淳也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 448－ 4 〃 クビ 6．8	
35 ナイルローズ 牝3鹿 54 菊沢 一樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 466＋101：54．8� 16．3

815 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 B484＋ 41：55．11� 3．6�
46 カシノシンセイ 牡3鹿 56 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 登別 青藍牧場 486＋ 6 〃 クビ 54．2�
712 ウエスタンスパーダ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 502＋ 21：55．95 8．0
611 シゲルカンリショク 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 中央牧場 530－ 8 〃 アタマ 75．1�
610 ビクトリージャック 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心ライオンレースホース� 高橋 義忠 むかわ 市川牧場 506－ 2 〃 クビ 67．9�
713 オンデューティ 牡3黒鹿56 川又 賢治中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B482－ 21：56．21� 18．3�
11 リオアビセオ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 432＋ 81：56．3� 44．5�
22 エムティーロゼッタ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和丸山 輝城氏 武 英智 新冠 オリエント牧場 B460＋ 2 〃 クビ 38．2�
814 ゴールドフレイバー 牝3芦 54

50 ★永島まなみ岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 462－ 61：59．3大差 115．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，787，500円 複勝： 37，179，300円 枠連： 8，271，000円
馬連： 39，117，800円 馬単： 17，060，000円 ワイド： 43，312，100円
3連複： 65，279，400円 3連単： 71，779，800円 計： 307，786，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 320円 � 860円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，580円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 40，680円

票 数

単勝票数 計 257875 的中 � 71287（1番人気）
複勝票数 計 371793 的中 � 84069（1番人気）� 27597（6番人気）� 8525（10番人気）
枠連票数 計 82710 的中 （3－5） 11154（2番人気）
馬連票数 計 391178 的中 �� 19180（4番人気）
馬単票数 計 170600 的中 �� 5050（6番人気）
ワイド票数 計 433121 的中 �� 19948（3番人気）�� 6893（18番人気）�� 3110（39番人気）
3連複票数 計 652794 的中 ��� 3729（45番人気）
3連単票数 計 717798 的中 ��� 1279（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．2―50．6―1：03．4―1：15．5―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズシトラス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．12．6 阪神3着

2018．3．2生 牡3青鹿 母 ハッピートーク 母母 モニュメントバレー 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔騎手変更〕 シゲルカンリショク号の騎手西谷凜は，病気のため服部寿希に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドフレイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2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〕 リオアビセオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2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 ケプチャン号



10091 5月2日 曇 重 （3新潟1） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

55 サイレントスウープ 牝4黒鹿 55
54 ☆斎藤 新ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464＋ 21：50．4 4．7�
22 タニノヨセミテ 牝4鹿 55 津村 明秀谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 416＋141：51．25 2．8�
811 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 21：52．05 11．3�

33 デンセツノマジョ 牝6黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 462＋ 21：52．1� 6．9�

66 ジューンバラード 牝5青鹿55 菊沢 一樹吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 440＋ 41：52．31� 11．8�
79 � レイジングリヴァー 牝4黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 的場牧場 458＋ 41：52．72� 77．4	
11 � カーテンジュエル 牝5栗 55

54 ☆菅原 明良垣本 栄一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444＋ 61：52．8� 88．2

44 レッドエステーラ 牝5鹿 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 412± 01：53．43� 26．4�
78 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 456＋ 2 〃 アタマ 20．9�
810 ピンクレガシー 牝4鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：53．61� 5．1
67 ファクトゥーラ 牝5黒鹿55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466＋ 41：53．91� 14．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，536，500円 複勝： 32，218，000円 枠連： 6，570，600円
馬連： 37，270，900円 馬単： 18，733，100円 ワイド： 35，789，100円
3連複： 53，951，100円 3連単： 75，447，500円 計： 285，516，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 150円 � 260円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，040円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 20，070円

票 数

単勝票数 計 255365 的中 � 42611（2番人気）
複勝票数 計 322180 的中 � 51305（2番人気）� 67285（1番人気）� 25919（6番人気）
枠連票数 計 65706 的中 （2－5） 6077（2番人気）
馬連票数 計 372709 的中 �� 36197（2番人気）
馬単票数 計 187331 的中 �� 7804（4番人気）
ワイド票数 計 357891 的中 �� 28067（3番人気）�� 8357（16番人気）�� 9754（11番人気）
3連複票数 計 539511 的中 ��� 10228（13番人気）
3連単票数 計 754475 的中 ��� 2725（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―48．5―1：00．8―1：13．3―1：25．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントスウープ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2019．9．8 阪神2着

2017．2．28生 牝4黒鹿 母 バーンアウル 母母 チ ェ ル ビ ム 12戦1勝 賞金 16，200，000円
〔制裁〕 ファクトゥーラ号の騎手川又賢治は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

10092 5月2日 曇 不良 （3新潟1） 第8日 第8競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

11 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B508－ 21：52．1 10．2�

33 � 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 452－ 41：52．2� 3．4�
22 シュッドヴァデル 牡5鹿 57 津村 明秀河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 508± 01：52．3� 7．2�
810 メイショウハクサン 牡4鹿 57 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 488＋ 61：52．4アタマ 2．0�
55 パイプライナー 牡4芦 57

54 ▲服部 寿希 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 508＋ 81：52．5� 12．4	

66 メイショウカムロ 牡4鹿 57
56 ☆菅原 明良松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 470＋201：53．24 15．0


77 � コルドゥーン 牡5青鹿57 丸田 恭介西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 458＋ 41：53．52 206．0�
44 � エムテイフラッシュ 牡4青鹿 57

54 ▲角田 大和谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B478－ 61：54．35 46．4�
89 ダンスメーカー �6黒鹿57 丹内 祐次�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 478－121：54．72� 19．6
78 クリノファイヤー 牝4栗 55

53 △山田 敬士栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 472＋12 〃 ハナ 134．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，393，200円 複勝： 33，919，300円 枠連： 5，720，200円
馬連： 41，794，600円 馬単： 21，371，500円 ワイド： 35，496，000円
3連複： 57，448，500円 3連単： 93，932，500円 計： 319，075，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 130円 � 180円 枠 連（1－3） 1，930円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 550円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 293932 的中 � 22923（4番人気）
複勝票数 計 339193 的中 � 31787（4番人気）� 86413（2番人気）� 45408（3番人気）
枠連票数 計 57202 的中 （1－3） 2289（8番人気）
馬連票数 計 417946 的中 �� 17804（7番人気）
馬単票数 計 213715 的中 �� 3932（16番人気）
ワイド票数 計 354960 的中 �� 17627（6番人気）�� 16107（7番人気）�� 26308（3番人気）
3連複票数 計 574485 的中 ��� 19822（8番人気）
3連単票数 計 939325 的中 ��� 4632（57番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．5―12．7―12．0―12．1―12．5―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―49．5―1：01．5―1：13．6―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�プ ロ ー ス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アドマイヤムーン

2016．4．7生 牡5栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 18戦1勝 賞金 8，700，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 エムテイフラッシュ号の騎手西谷凜は，病気のため角田大和に変更。
〔制裁〕 メイショウハクサン号の騎手中井裕二は，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：5番）

シュッドヴァデル号の騎手津村明秀は，決勝線手前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：5番）



10093 5月2日 曇 重 （3新潟1） 第8日 第9競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

712 タ ピ オ カ 牝4青鹿55 丹内 祐次�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 510＋ 4 56．5 4．6�
814 アドマイヤレオ �5鹿 57

55 ◇藤田菜七子近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 486－ 4 57．56 9．4�
611� リ ュ ッ カ 牝4鹿 55 津村 明秀星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 412－ 6 〃 ハナ 78．5�
815� コウジンシックス 牝5栗 55

51 ★永島まなみ加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 448＋ 8 58．14 43．8�
58 レオハイセンス 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436－ 6 58．63 2．5	
11 ロ ナ 牝5黒鹿55 菱田 裕二桑畑 
信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B468＋10 58．81 14．5�
610 グラスレガシー 牝6黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514＋ 2 58．9� 12．7�
59 � モメチョッタ 牝5黒鹿55 城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 458－ 9 59．32 76．5
23 � ス パ ニ エ ル 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 454－ 6 59．4� 103．1�
34 レッドカルム 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 520＋ 2 59．61 7．4�
46 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 中井 裕二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 468－ 2 59．7� 13．5�
47 � ジューンマウス 牡4栗 57 原田 和真吉川 潤氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 B466＋ 2 59．8クビ 79．0�
35 キタノギャラクシー 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B482－ 6 59．9� 19．8�
713� クリノマンチェスー 牝6鹿 55

52 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 白井牧場 430＋ 41：00．11� 208．2�
22 セ ル レ ア 牝4鹿 55 菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 468＋181：00．84 16．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，042，300円 複勝： 42，737，400円 枠連： 15，007，300円
馬連： 66，587，200円 馬単： 27，307，000円 ワイド： 59，288，700円
3連複： 123，002，700円 3連単： 130，853，500円 計： 501，826，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 290円 � 1，270円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 780円 �� 4，350円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 69，700円

票 数

単勝票数 計 370423 的中 � 63087（2番人気）
複勝票数 計 427374 的中 � 71651（2番人気）� 37835（4番人気）� 6934（13番人気）
枠連票数 計 150073 的中 （7－8） 10521（4番人気）
馬連票数 計 665872 的中 �� 27418（6番人気）
馬単票数 計 273070 的中 �� 6217（10番人気）
ワイド票数 計 592887 的中 �� 20583（8番人気）�� 3418（43番人気）�� 3190（45番人気）
3連複票数 計1230027 的中 ��� 5058（58番人気）
3連単票数 計1308535 的中 ��� 1361（236番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．6―33．7―44．6

上り4F44．6－3F33．9
勝馬の
紹 介

タ ピ オ カ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．9．29 中山7着

2017．5．1生 牝4青鹿 母 カルナアヴァンセ 母母 エ ス ピ ヨ ン 9戦2勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドカルム号・ブルベアオーロ号・ジューンマウス号・キタノギャラクシー号・

クリノマンチェスー号・セルレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2日ま
で平地競走に出走できない。

10094 5月2日 曇 重 （3新潟1） 第8日 第10競走 ��
��1，200�し ゃ く な げ 賞

発走14時40分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 ドナウエレン 牝3鹿 54 斎藤 新 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B470＋ 61：12．0 4．9�
11 � クローリスノキセキ 牝3鹿 54 菱田 裕二嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 岡田牧場 440± 01：12．53 37．1�
510 コスモサンレミ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 444± 01：12．61 45．8�
59 タマモダイジョッキ 牡3栗 56 城戸 義政タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：13．02 32．2�
816 シゲルセンム 牝3黒鹿54 亀田 温心森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 448± 0 〃 クビ 8．3	
12 ナリタエール 牝3鹿 54 勝浦 正樹�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 400－ 41：13．1クビ 13．1

35 フレンドパル 牝3鹿 54 丸田 恭介前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 466＋ 2 〃 クビ 43．7�
36 ダブルスナッチ 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 2 〃 アタマ 6．9�
48 ブロンズレッド 牡3栗 56 西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 524－ 41：13．2	 9．0
612 ジャストザビアンカ 牝3青鹿54 高倉 稜ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 454＋201：13．3	 171．5�
23 バイシクルキック 牡3鹿 56 原田 和真�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム B460－ 41：13．4クビ 124．6�
611 アンジュソレイユ 牝3栗 54 �島 良太犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 450＋141：13．61	 47．7�
713 ココクラッシュ 牝3鹿 54 荻野 琢真大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 408－ 81：13．7クビ 235．6�
815 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：14．55 2．4�
47 マイネルアミスター 牡3鹿 56 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 484＋ 41：14．71 44．2�

24 スイートクラウン 牝3鹿 54 柴山 雄一シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 462－ 21：16．310 50．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，089，500円 複勝： 64，545，600円 枠連： 17，476，600円
馬連： 82，595，700円 馬単： 34，542，400円 ワイド： 76，032，800円
3連複： 139，959，100円 3連単： 155，140，300円 計： 616，382，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 940円 � 810円 枠 連（1－7） 2，140円

馬 連 �� 10，860円 馬 単 �� 16，370円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 3，620円 �� 12，220円

3 連 複 ��� 106，780円 3 連 単 ��� 401，700円

票 数

単勝票数 計 460895 的中 � 74907（2番人気）
複勝票数 計 645456 的中 � 93977（2番人気）� 15909（12番人気）� 18697（9番人気）
枠連票数 計 174766 的中 （1－7） 6303（8番人気）
馬連票数 計 825957 的中 �� 5894（30番人気）
馬単票数 計 345424 的中 �� 1582（47番人気）
ワイド票数 計 760328 的中 �� 5904（34番人気）�� 5448（38番人気）�� 1590（81番人気）
3連複票数 計1399591 的中 ��� 983（227番人気）
3連単票数 計1551403 的中 ��� 280（937番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．8―12．4―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．6―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナウエレン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．6 阪神5着

2018．2．18生 牝3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 4戦2勝 賞金 17，564，000円
〔騎手変更〕 シゲルセンム号の騎手西谷凜は，病気のため亀田温心に変更。
〔制裁〕 ドナウエレン号の騎手斎藤新は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・4番・2番）
〔その他〕 スイートクラウン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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） 5頭 デルマカンノン号・ノボミラクル号・ビーマイベイビー号・ミエリ号・リサコーハク号



10095 5月2日 曇 不良 （3新潟1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�

あ づ ま こ ふ じ

吾妻小富士ステークス
発走15時20分 （ダート・左）
4歳以上，2．5．2以降3．4．25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

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 サトノギャロス 牡5鹿 55 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 528－ 21：49．6 4．3�
814 メイショウワザシ 牡6栗 56 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 530－ 81：49．71 10．3�
610 アッシェンプッテル 牝5鹿 53 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 516± 01：50．22� 4．5�
59 サンデーウィザード 牡9鹿 55 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 71．3�
712 モズアトラクション �7栗 57 菱田 裕二 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 486－ 41：50．3� 15．4	
46 ダイアナブライト 牝5鹿 52 菅原 明良 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 444－ 41：50．4	 8．6

47 ライトウォーリア 牡4鹿 54 斎藤 新 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500± 01：50．5� 5．4�
35 クレスコブレイブ 牡7栗 53 勝浦 正樹堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B522－ 81：50．7	 16．4�
815 エアウィンザー �7黒鹿56 吉田 隼人 �ラッキーフィールド新谷 功一 千歳 社台ファーム B510＋ 21：50．8	 14．5
713 バーンスター 牡5鹿 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 504＋ 2 〃 クビ 22．4�
23 ダイシンインディー 牡5栗 54 丹内 祐次大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546± 01：51．11	 46．7�
22 ブランクエンド 牡5鹿 54 亀田 温心諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484－ 21：51．2� 17．6�
11 コマビショウ 牡6黒鹿55 
島 良太小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 61：51．3クビ 60．8�
34 デザートスネーク �7鹿 54 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 480－ 2 〃 クビ 30．7�
611�� ス パ ー ダ 牡6鹿 54 中井 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Fairlawn
Farm B510＋161：54．1大差 40．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，782，000円 複勝： 87，579，600円 枠連： 37，044，100円
馬連： 199，789，100円 馬単： 66，903，200円 ワイド： 133，173，400円
3連複： 343，158，200円 3連単： 353，233，500円 計： 1，284，663，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 310円 � 170円 枠 連（5－8） 1，700円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 400円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 637820 的中 � 117135（1番人気）
複勝票数 計 875796 的中 � 149986（2番人気）� 58263（5番人気）� 150147（1番人気）
枠連票数 計 370441 的中 （5－8） 16858（6番人気）
馬連票数 計1997891 的中 �� 47744（10番人気）
馬単票数 計 669032 的中 �� 8880（18番人気）
ワイド票数 計1331734 的中 �� 26559（11番人気）�� 93593（1番人気）�� 32596（8番人気）
3連複票数 計3431582 的中 ��� 64778（6番人気）
3連単票数 計3532335 的中 ��� 10870（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．5―48．2―1：00．7―1：12．7―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノギャロス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．4．13生 牡5鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 15戦5勝 賞金 102，922，000円
※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 カラクプア号・コンカラー号・プリンスリターン号・プレスティージオ号

10096 5月2日 曇 重 （3新潟1） 第8日 第12競走 ��
��2，000�

う お の が わ

魚 野 川 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 スーパーフェザー �6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：03．9 4．6�
44 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 464＋ 42：04．0	 2．8�
55 ダンツイノーバ 牝4栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 458＋ 62：04．21	 5．5�
33 マリノソフィア 牝4黒鹿55 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 456－122：04．62	 21．8�
66 ブレーヴユニコーン 牡5青鹿57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 536－ 22：04．81
 7．8�
78 クリノオウジャ 牡5鹿 57 森 裕太朗栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B452＋ 62：05．12 13．9	
89 � ココナッツスルー 牝6黒鹿55 菱田 裕二飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 456－ 22：06．48 78．5

77 ストロングレヴィル 牡7黒鹿57 津村 明秀村木 克子氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：07．14 5．1�
810 カズマークセン 牡5鹿 57 丹内 祐次合同会社雅苑興業 茶木 太樹 安平 追分ファーム B512＋ 62：07．42 26．9�
11 サ ン シ ロ ウ 牡7鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B498－ 82：07．71� 53．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，775，800円 複勝： 66，850，700円 枠連： 14，680，900円
馬連： 100，125，800円 馬単： 44，887，700円 ワイド： 80，633，200円
3連複： 140，868，900円 3連単： 219，032，500円 計： 724，855，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 130円 � 180円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 280円 �� 550円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 577758 的中 � 99488（2番人気）
複勝票数 計 668507 的中 � 88620（4番人気）� 153020（1番人気）� 89106（3番人気）
枠連票数 計 146809 的中 （2－4） 16420（2番人気）
馬連票数 計1001258 的中 �� 126107（1番人気）
馬単票数 計 448877 的中 �� 22039（4番人気）
ワイド票数 計 806332 的中 �� 78410（1番人気）�� 34200（8番人気）�� 57750（3番人気）
3連複票数 計1408689 的中 ��� 76947（2番人気）
3連単票数 計2190325 的中 ��� 22527（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．0―36．8―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．8―1：37．8―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．1
3 5，6（2，8，10）－9，7，4（3，1） 4 5，6，2，8－10（7，9，4）3，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スーパーフェザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome of Course デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．1．18生 �6鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 19戦3勝 賞金 75，582，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（3新潟1）第8日 5月2日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 163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

190，670，000円
5，620，000円
24，230，000円
1，360，000円
22，280，000円
66，882，250円
4，482，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
423，756，200円
586，663，000円
148，119，100円
780，557，600円
341，550，600円
671，492，500円
1，267，898，500円
1，534，934，400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 5，754，971，900円

総入場人員 1，313名 （有料入場人員 1，199名）



令和3年度 第1回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，354頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，492，490，000円
31，470，000円
182，890，000円
12，080，000円
169，460，000円
552，116，250円
37，490，000円
12，998，400円

勝馬投票券売得金
3，375，289，800円
5，096，498，800円
1，178，075，800円
6，139，937，100円
2，634，126，800円
5，286，203，200円
9，792，108，200円
11，816，563，100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 45，318，802，800円

総入場延人員 13，208名 （有料入場延人員 8，080名）
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