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13013 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2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

610 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± 01：55．1 2．9�

47 ラブカプチーノ 牝3芦 54
52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 504＋ 21：55．31� 3．3�

34 グレイシャーパーク 牝3青鹿 54
53 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 61：55．72 5．8�

22 ユキヤコンコン 牝3芦 54 横山 和生椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 462＋ 61：55．8� 29．6�
35 ワ ン ラ ヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 422± 01：56．01� 109．7	
11 ピ リ ラ ニ 牝3青鹿 54

53 ☆菅原 明良 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 476－ 41：56．74 13．3

815 ハ ナ ノ ミ チ 牝3鹿 54 吉田 隼人丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 444± 01：57．01� 9．9�
814 ブラックソウル 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 454－ 6 〃 アタマ 15．9�
59 トレイトセオリー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 61：57．63� 300．5

46 エクメディフラワー 牝3鹿 54
52 △山田 敬士橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 456＋ 61：57．7クビ 331．8�

713 マスカリンラン 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 470＋ 61：57．91 18．8�
23 ベルニアイニキテ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹子安 裕樹氏 新開 幸一 新冠 五丸農場 468＋141：58．21� 263．7�
58 エレファンティネ 牝3栗 54 �島 克駿下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 438 ―1：58．62� 18．1�
611 ヒロシゲハート 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 484－10 〃 ハナ 37．6�
712 ラ ウ レ リ ン 牝3黒鹿54 丸山 元気�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 430－ 22：00．310 64．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，055，100円 複勝： 33，962，400円 枠連： 7，362，900円
馬連： 43，014，600円 馬単： 19，467，300円 ワイド： 44，082，300円
3連複： 68，055，200円 3連単： 69，507，400円 計： 310，507，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 370円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 250551 的中 � 67050（1番人気）
複勝票数 計 339624 的中 � 72203（2番人気）� 85435（1番人気）� 45795（3番人気）
枠連票数 計 73629 的中 （4－6） 9388（1番人気）
馬連票数 計 430146 的中 �� 57101（1番人気）
馬単票数 計 194673 的中 �� 11570（2番人気）
ワイド票数 計 440823 的中 �� 67995（1番人気）�� 29702（2番人気）�� 27643（3番人気）
3連複票数 計 680552 的中 ��� 54252（1番人気）
3連単票数 計 695074 的中 ��� 12475（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．7―12．5―12．4―13．2―13．2―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．2―1：27．4―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．9
1
3
10，7－（4，8）－（6，14）13，11（3，15）12－1－（5，9）－2
10，7－4，8－（14，11）（6，13，15）－3－12－1－5（9，2）

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

勝馬の
紹 介

レスプロンディール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．10．25 京都8着

2018．1．31生 牝3栗 母 ト ワ エ モ ア 母母 キョウエイフルハム 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラウレリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9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〕 ベルニアイニキテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9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。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンムジカ号

13014 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時15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

36 リ ス カ ム �3青鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 472＋ 21：24．3 5．7�
714 キ ョ ウ ジ 牡3黒鹿56 西村 淳也 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：24．51 10．9�
48 スカーレットジンク 牡3芦 56

52 ★永島まなみ�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 4 〃 クビ 2．4�
12 エスパダアスール 牝3栗 54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 432＋101：24．6� 33．2�
59 ヴ ァ ト レ ニ �3鹿 56 中井 裕二野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 430－141：24．81� 6．6	
47 マ ー レ ッ ト 牡3鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 440－ 41：24．9� 262．7

612 アラモードバイオ 牡3栗 56 丹内 祐次バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 510± 01：25．21� 6．0�
816 ナッシュカッツェ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹西村 �平氏 本間 忍 日高 三輪牧場 440－ 4 〃 ハナ 69．7
24 プロヴァンスロゼ 牝3栗 54

53 ☆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 436＋121：25．41� 107．0�
23 ハクシンパーソナル 牡3鹿 56 横山 和生新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 464 ―1：25．71� 86．0�
11 ベ ー カ リ ー 牝3青鹿54 城戸 義政�髙昭牧場 小林 真也 浦河 高昭牧場 394 ― 〃 アタマ 516．6�
611 テーオーハーバード 牡3鹿 56 坂井 瑠星小笹 公也氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 494± 01：26．12� 34．6�
713 フィルムスコア 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 458＋ 2 〃 クビ 31．9�
35 	 ギャラントマナー 牡3栗 56 丸山 元気ゴドルフィン 藤沢 和雄 米

Athens Woods,
LLC & More Than
Ready Syndicate

532－ 61：26．2クビ 15．8�
815 ラルナプレナ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－101：27．79 16．4�
510 ク ル ス ラ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 512 ―1：27．91� 345．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，541，900円 複勝： 37，004，100円 枠連： 7，055，600円
馬連： 40，162，700円 馬単： 17，779，200円 ワイド： 38，299，500円
3連複： 63，100，400円 3連単： 66，926，300円 計： 296，869，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 240円 � 130円 枠 連（3－7） 1，510円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 390円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 19，540円

票 数

単勝票数 計 265419 的中 � 37035（2番人気）
複勝票数 計 370041 的中 � 46913（4番人気）� 31580（5番人気）� 92009（1番人気）
枠連票数 計 70556 的中 （3－7） 3598（6番人気）
馬連票数 計 401627 的中 �� 9413（12番人気）
馬単票数 計 177792 的中 �� 2517（18番人気）
ワイド票数 計 382995 的中 �� 8559（12番人気）�� 27087（3番人気）�� 18595（4番人気）
3連複票数 計 631004 的中 ��� 18674（4番人気）
3連単票数 計 669263 的中 ��� 2483（48番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．7―11．9―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．5―58．4―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ス カ ム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．6．14 函館5着

2018．3．30生 �3青鹿 母 アルコセニョーラ 母母 サ イ レ ー ン 6戦1勝 賞金 8，570，000円
〔その他〕 ラルナプレナ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラルナプレナ号・クルスラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スマートルグラン号
（非抽選馬） 3頭 フェアリーバローズ号・ペルセウステソーロ号・リトルロータス号

第２回 新潟競馬 第２日



13015 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2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 3，550，000
3，550，000

円
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 タイセイマーベル 牡3栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 482± 01：55．9 3．3�
814 ワイドモーゼ 牡3青鹿 56

53 ▲秋山 稔樹幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 4 〃 同着 5．1�
45 カドカラハジマル 牡3栗 56

54 △山田 敬士芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 430＋ 4 〃 ハナ 373．5�
34 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 470± 01：56．0� 17．5�
610 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 �島 克駿鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 448± 01：56．42� 2．6�
69 フィッツカラルド 牡3芦 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 528＋ 21：56．5� 11．5�
33 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 482－ 61：57．24 132．8	
813 サトルアプローチ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 448－ 21：57．4� 79．2

11 チェリーベルツ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白瀬 盛雄 442± 01：57．61� 198．2�
22 サンライズメモリー 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新松岡 貴子氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 466＋ 2 〃 クビ 46．9�
58 マサハヤリュウ 牡3黒鹿56 中井 裕二中村 政夫氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 502－141：58．34 111．5
57 マテンロウドリーム 牡3黒鹿56 酒井 学寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 496＋ 21：58．93� 8．5�
711 リ ナ ル ド 牡3黒鹿56 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500 ―2：01．7大差 24．4�
712 サクラテーベ 牝3鹿 54 菊沢 一樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 462－ 2 （競走中止） 61．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，981，600円 複勝： 32，213，600円 枠連： 6，428，300円
馬連： 35，798，300円 馬単： 17，328，700円 ワイド： 35，425，200円
3連複： 57，422，800円 3連単： 71，716，100円 計： 281，314，600円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

170円
230円 複 勝 �

�
140円
160円 � 5，530円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 780円 馬 単 ��
��

670円
840円

ワ イ ド �� 300円 ��
��

10，160円
15，240円

3 連 複 ��� 64，860円 3 連 単 ���
���

87，540円
121，460円

票 数

単勝票数 計 249816 的中 � 60353（2番人気）� 38822（3番人気）
複勝票数 計 322136 的中 � 77561（1番人気）� 57336（3番人気）� 911（14番人気）
枠連票数 計 64283 的中 （4－8） 6189（3番人気）
馬連票数 計 357983 的中 �� 35301（3番人気）
馬単票数 計 173287 的中 �� 9684（4番人気）�� 7607（6番人気）
ワイド票数 計 354252 的中 �� 36536（3番人気）�� 810（50番人気）�� 539（58番人気）
3連複票数 計 574228 的中 ��� 664（99番人気）
3連単票数 計 717161 的中 ��� 297（342番人気） ��� 214（417番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．1―13．8―12．0―12．0―12．9―13．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．6―51．4―1：03．4―1：15．4―1：28．3―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

タイセイマーベル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．30 新潟14着

2018．3．13生 牡3栗 母 ナショナルホリデー 母母 ナショナルフラッグ 8戦1勝 賞金 10，220，000円
市場取引馬
ワイドモーゼ �

�
父 ミッキーアイル �

�
母父 High Chaparral デビュー 2020．6．27 函館6着

2018．3．28生 牡3青鹿 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 9戦1勝 賞金 7，360，000円
〔競走中止〕 サクラテーベ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リナルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 マイネルタイムリー号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

13016 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2日 第4競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時15分 （芝・外内）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．0良

45 タイセイソニック 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田中 成奉氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 國男 472－ 23：12．2 2．7�
44 カフジジュピター 牡5鹿 60 白浜 雄造加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 6 〃 ハナ 8．5�
69 シェーンクラート 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 504－ 63：13．26 3．4�
33 タガノジェロディ 牡5栗 60 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 478－ 2 〃 クビ 11．7�
57 オウケンブラック 牡10鹿 60 上野 翔福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 63：13．51� 19．5�
813 キングリッド 牡7鹿 60 石神 深一吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 450－ 83：14．56 30．2�
812� エタニティーワルツ 牡8黒鹿60 小野寺祐太村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 494－22 〃 アタマ 9．3	
711 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥
クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464± 03：14．92� 10．5�
56 プロトスター �6栗 60 伴 啓太 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 478－103：16．07 44．4
710� マイネルバッカーノ 牡5黒鹿60 高野 和馬Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498± 03：17．27 198．5�
11 スペースシップ 牡4芦 59 植野 貴也 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 484－ 63：18．15 80．4�
22 � スマートマウアー 牡5鹿 60 草野 太郎大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 506－ 63：19．48 300．0�
68 ウォータースペース 牝5青鹿58 高田 潤山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 460－ 23：23．0大差 16．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，801，500円 複勝： 20，435，900円 枠連： 6，051，200円
馬連： 28，777，500円 馬単： 13，848，100円 ワイド： 24，101，700円
3連複： 51，178，500円 3連単： 59，945，400円 計： 221，139，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 280円 � 150円 枠 連（4－4） 1，810円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 540円 �� 230円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 168015 的中 � 49535（1番人気）
複勝票数 計 204359 的中 � 43031（1番人気）� 14100（7番人気）� 39624（2番人気）
枠連票数 計 60512 的中 （4－4） 2582（9番人気）
馬連票数 計 287775 的中 �� 16231（3番人気）
馬単票数 計 138481 的中 �� 4788（4番人気）
ワイド票数 計 241017 的中 �� 10466（5番人気）�� 31677（1番人気）�� 7467（11番人気）
3連複票数 計 511785 的中 ��� 21076（5番人気）
3連単票数 計 599454 的中 ��� 4500（17番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」
1
�
5（3，13）12（4，9）－（1，7）（6，11）10－（8，2）
5（12，4）13（3，9）－（1，7）11，6，10＝2＝8

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

タイセイソニック �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．6．3 阪神4着

2015．3．13生 牡6黒鹿 母 ヴィエナトウショウ 母母 メルヘントウショウ 障害：3戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 プロトスター号の騎手伴啓太は，1号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）



13017 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2日 第5競走 ��2，000�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
1：59．7
1：56．1

良
良

67 アイコンテーラー 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 456－122：04．6 47．6�

79 マテンロウアレス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B486± 02：04．91� 2．7�
44 ガンバンテイン 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：05．22 6．3�
811 ロイヤルアッシュ 牡3青鹿56 和田 竜二大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 478＋102：05．41 43．6�
55 ネフュージュニア 牡3芦 56 菊沢 一樹大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 514－ 4 〃 クビ 18．0�
22 アポロミラクル 牡3黒鹿56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 22：05．5クビ 10．2	
11 ポ ン フ ー 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹
ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 488± 02：06．24 39．6�

56 パソロブレス 牡3黒鹿56 西村 淳也 
グリーンファーム杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：06．41� 3．4�
68 クリノソワカ 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 森田 直行 様似 様似渡辺牧場 506＋242：06．72 233．1
812 ダノンハイファイブ 牡3鹿 56 坂井 瑠星
ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 474＋162：06．91� 5．2�
33 ベルベデール 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 468＋142：07．21� 83．1�
710� カルフレグランス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉田 和子氏 新開 幸一 米 Perry Martin &

Denise Martin 484－142：07．41� 108．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，962，700円 複勝： 45，440，300円 枠連： 5，753，700円
馬連： 40，641，100円 馬単： 21，408，400円 ワイド： 40，854，200円
3連複： 65，079，600円 3連単： 87，348，000円 計： 335，488，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 670円 � 130円 � 200円 枠 連（6－7） 4，650円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 18，430円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，800円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 78，270円

票 数

単勝票数 計 289627 的中 � 4861（9番人気）
複勝票数 計 454403 的中 � 11620（8番人気）� 125692（1番人気）� 56011（4番人気）
枠連票数 計 57537 的中 （6－7） 958（12番人気）
馬連票数 計 406411 的中 �� 7219（14番人気）
馬単票数 計 214084 的中 �� 871（40番人気）
ワイド票数 計 408542 的中 �� 8858（13番人気）�� 5406（18番人気）�� 32390（3番人気）
3連複票数 計 650796 的中 ��� 9116（16番人気）
3連単票数 計 873480 的中 ��� 809（199番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．7―12．6―12．3―12．5―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：02．0―1：14．3―1：26．8―1：39．1―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
6，9，4（2，7，10）（5，12）11－3，8－1
6－（9，12）4，7（11，2，10）（5，8）（3，1）

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

勝馬の
紹 介

アイコンテーラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．11．1 京都12着

2018．5．2生 牝3栗 母 ボイルトウショウ 母母 ミッドナイトオアシス 4戦1勝 賞金 5，100，000円

13018 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12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

59 レッドレビン 牡4鹿 57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B512＋ 21：53．2 1．9�
34 クリアショット 牡4芦 57 吉田 隼人今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 500± 01：53．41� 4．3�
713� タイムモーメント �4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 81：54．46 38．8�

23 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 西村 淳也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：54．5	 11．8�

815 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 526± 01：54．71� 6．5	
814� ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 57 吉田 豊松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B526＋ 2 〃 ハナ 26．7

35 グラファイト �6青鹿 57

56 ☆亀田 温心 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 61：54．91� 68．2�
11 タニノシェクハンド 牡5栗 57 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 484± 01：55．0クビ 40．1�
22 ディナミーデン 牡6芦 57 丸山 元気ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 470－ 21：55．42	 101．9
610 クリノヴジュアル 牡4栗 57 
島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502－ 61：55．5	 86．4�
611�� ストロマンテ 牡4栗 57 横山 和生嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Brittas

House Stud 448＋ 11：55．6クビ 14．4�
47 � ウィシュワールド 牡4鹿 57 原田 和真 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 502－ 21：55．7� 424．5�
58 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57

56 ☆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 490± 01：55．8クビ 17．9�

712 クリノターハイ 牡4栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 504－ 61：56．11� 264．8�
46 � ボンディングタイム 牡4鹿 57 丹内 祐次ゴドルフィン 黒岩 陽一 米 Country Life Farm

& Imagistic LLC 592＋662：06．7大差 92．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，540，700円 複勝： 40，596，700円 枠連： 6，946，000円
馬連： 34，078，100円 馬単： 19，712，200円 ワイド： 36，024，100円
3連複： 53，563，400円 3連単： 73，900，700円 計： 292，361，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 520円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，090円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 275407 的中 � 113454（1番人気）
複勝票数 計 405967 的中 � 170353（1番人気）� 55902（2番人気）� 10194（8番人気）
枠連票数 計 69460 的中 （3－5） 13540（1番人気）
馬連票数 計 340781 的中 �� 58781（1番人気）
馬単票数 計 197122 的中 �� 24185（1番人気）
ワイド票数 計 360241 的中 �� 55302（1番人気）�� 7474（12番人気）�� 2457（30番人気）
3連複票数 計 535634 的中 ��� 8257（16番人気）
3連単票数 計 739007 的中 ��� 4047（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．3―13．2―12．2―11．6―12．4―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．0―51．2―1：03．4―1：15．0―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドレビン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．8．11 札幌2着

2017．5．6生 牡4鹿 母 リ メ レ ン ス 母母 Nijinsky’s Lover 19戦2勝 賞金 39，740，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンディングタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競

走に出走できない。



13019 5月9日 曇 良 （3新潟2） 第2日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

612� サトノジヴェルニー 牡4栗 57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 458＋ 61：10．7 2．8�

713� 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 432－ 61：11．33	 22．0�
816 グランチェイサー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 456＋ 41：11．4
 28．6�
815 アセンダント 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 452＋ 2 〃 クビ 120．2�

36 カーフライターク 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：11．61 4．9	
59 ピュリフィアン 牝4鹿 55 �島 克駿野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 406－ 8 〃 クビ 16．0

47 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 8 〃 クビ 13．2�

12 マイネルテナシャス 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 2 〃 ハナ 43．0�

510 シ シ オ ウ �7鹿 57
56 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 482－ 21：11．7アタマ 10．7
714 シュルルヴァン 牝4青鹿 55

54 ☆菅原 明良街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 478＋22 〃 ハナ 16．9�
35 � ラブサンキュー 牝5鹿 55 城戸 義政増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 468－ 21：11．91� 321．1�
11 グットクルサマー �6栗 57

56 ☆斎藤 新ニューマレコード� 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 472＋ 51：12．11� 182．1�
24 シシリエンヌ 牝5青鹿55 西村 淳也手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B494＋ 4 〃 クビ 17．6�
611� ウインヴェルメリオ 牝4鹿 55 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 日高 戸川牧場 486± 01：12．31� 98．9�
23 � ホウオウグラス 牝4鹿 55

53 △山田 敬士小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 432＋101：12．61	 72．7�
48 アメージングサン �4鹿 57 横山 和生 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 462－ 41：12．7
 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，466，200円 複勝： 47，727，000円 枠連： 7，786，400円
馬連： 50，099，700円 馬単： 19，056，600円 ワイド： 44，213，200円
3連複： 74，567，200円 3連単： 86，227，500円 計： 360，143，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 420円 � 600円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 970円 �� 880円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 22，760円 3 連 単 ��� 98，910円

票 数

単勝票数 計 304662 的中 � 86580（1番人気）
複勝票数 計 477270 的中 � 123292（1番人気）� 24206（7番人気）� 15835（10番人気）
枠連票数 計 77864 的中 （6－7） 4233（7番人気）
馬連票数 計 500997 的中 �� 10139（13番人気）
馬単票数 計 190566 的中 �� 2939（15番人気）
ワイド票数 計 442132 的中 �� 11944（10番人気）�� 13250（8番人気）�� 1863（56番人気）
3連複票数 計 745672 的中 ��� 2457（84番人気）
3連単票数 計 862275 的中 ��� 632（337番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．6―12．0―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．4―46．4―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 15，16（9，12）（8，11，13，6）（7，10）（4，14）（3，2）5－1 4 15，16（9，12）（11，13，6）（8，7，10，14）（4，2）（3，5）－1

勝馬の
紹 介

�サトノジヴェルニー �
�
父 Siyouni �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2019．9．21 阪神4着

2017．1．24生 牡4栗 母 Bal de La Rose 母母 Lady Vettori 14戦2勝 賞金 23，280，000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。
（非抽選馬） 1頭 アイファーネイビー号

13020 5月9日 曇 良 （3新潟2） 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）

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

815 マリスドランジュ 牝4黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 446－ 21：12．5 19．2�
712 スイーツビュッフェ 牝5鹿 55 丸山 元気 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 498± 0 〃 クビ 9．9�
34 サーストンネイジュ 牝5芦 55 和田 竜二玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 476－ 61：12．6クビ 75．4�
59 チアフルローズ 牝5青鹿 55

52 ▲秋山 稔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 470＋ 81：12．7� 67．1�

611 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55
52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 440＋ 4 〃 クビ 27．8�

713� ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：12．91� 12．0	
46 ピュアプリンセス 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 480－ 21：13．0クビ 22．1

22 メ シ ア ン 牝4栗 55

51 ★永島まなみ KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 456± 0 〃 クビ 4．9�

35 ブルーコーラル 牝5栗 55 西村 淳也 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432± 01：13．21� 64．4�
814 コトブキレイア 牝4鹿 55 原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 456＋ 41：13．3クビ 73．7
23 ミ ズ リ ー ナ 牝4鹿 55 吉田 隼人北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 474± 01：13．51� 2．2�
610� 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 B488＋ 21：13．6� 179．9�
11 � グラディオロ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 450＋ 21：13．91� 14．3�
47 ミーアシャム 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B464＋161：14．11 7．1�
58 � マックスブロケイド 牝5鹿 55 坂井 瑠星田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 426－25 〃 クビ 89．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，692，300円 複勝： 42，016，800円 枠連： 10，370，300円
馬連： 46，832，800円 馬単： 21，146，000円 ワイド： 46，682，900円
3連複： 76，976，000円 3連単： 88，038，500円 計： 361，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 400円 � 380円 � 1，210円 枠 連（7－8） 2，570円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 18，060円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 9，210円 �� 7，800円

3 連 複 ��� 62，340円 3 連 単 ��� 431，260円

票 数

単勝票数 計 296923 的中 � 12351（7番人気）
複勝票数 計 420168 的中 � 29250（6番人気）� 30913（5番人気）� 8232（12番人気）
枠連票数 計 103703 的中 （7－8） 3127（9番人気）
馬連票数 計 468328 的中 �� 4315（25番人気）
馬単票数 計 211460 的中 �� 878（52番人気）
ワイド票数 計 466829 的中 �� 4720（28番人気）�� 1299（63番人気）�� 1535（60番人気）
3連複票数 計 769760 的中 ��� 926（147番人気）
3連単票数 計 880385 的中 ��� 148（866番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリスドランジュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2019．7．14 中京10着

2017．3．2生 牝4黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 18戦2勝 賞金 25，290，000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 メイショウカササギ号



13021 5月9日 晴 良 （3新潟2） 第2日 第9競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

57 � ブラックデビル �6鹿 57
54 ▲小林 凌大岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：48．1 23．1�

711 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 57 勝浦 正樹奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 478± 01：48．3� 20．2�
58 ウィスパリンホープ 牝4鹿 55 横山 典弘�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 81：48．4� 7．9�
11 レインカルナティオ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：48．71� 6．8�
45 	 アランチャアミーゴ �4栗 57 坂井 瑠星早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B484－ 41：48．8� 4．5	
712 ボ マ ラ イ ン �4鹿 57

56 ☆斎藤 新野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 B450－121：48．9
 43．1

46 アルマイナンナ 牝4芦 55 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 438＋ 21：49．32
 48．2�
22 ヒルノアントラ �4青鹿57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B468－ 21：49．4
 12．0�
69 � タイクーンバゴ 牡4青鹿57 和田 竜二�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 0 〃 ハナ 80．2
34 ミッキーハッスル �4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 436－ 61：49．5
 54．3�
813 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494± 01：49．6
 2．2�
33 マ ロ リ ン 牝5鹿 55 菊沢 一樹吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 480－ 41：50．23
 19．6�
814� ニシノゲンセキ 牡6黒鹿 57

53 ★永島まなみ成田 隆好氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 484＋ 61：52．3大差 64．4�
610 ショウナンダイキチ 牡4栗 57 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 488－101：53．89 155．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，877，400円 複勝： 39，422，500円 枠連： 8，217，800円
馬連： 42，741，500円 馬単： 19，919，500円 ワイド： 41，456，400円
3連複： 65，471，800円 3連単： 85，876，300円 計： 329，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 580円 � 500円 � 280円 枠 連（5－7） 2，370円

馬 連 �� 16，140円 馬 単 �� 32，540円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 2，650円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 42，990円 3 連 単 ��� 355，770円

票 数

単勝票数 計 268774 的中 � 9302（8番人気）
複勝票数 計 394225 的中 � 16615（8番人気）� 19770（6番人気）� 41786（4番人気）
枠連票数 計 82178 的中 （5－7） 2681（11番人気）
馬連票数 計 427415 的中 �� 2052（42番人気）
馬単票数 計 199195 的中 �� 459（79番人気）
ワイド票数 計 414564 的中 �� 2642（38番人気）�� 4042（29番人気）�� 4196（28番人気）
3連複票数 計 654718 的中 ��� 1142（117番人気）
3連単票数 計 858763 的中 ��� 175（837番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―34．8―46．6―58．6―1：10．7―1：22．6―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブラックデビル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジャングルポケット

2015．3．12生 �6鹿 母 フサイチリニモ 母母 トキオリアリティー 19戦1勝 賞金 17，758，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ブラックデビル号の騎手小林凌大は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノゲンセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日まで平地競走

に出走できない。
ショウナンダイキチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競
走に出走できない。

13022 5月9日 晴 良 （3新潟2） 第2日 第10競走 ��
��1，000�

ま い し ん

邁 進 特 別
発走14時40分 （芝・直線）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

712 オルダージュ 牡5黒鹿57 菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B492＋ 8 56．1 3．7�

713 タ ピ オ カ 牝4青鹿55 中井 裕二�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 512＋ 2 〃 クビ 2．2�
58 � ワンモアバイト 牝6鹿 55 黛 弘人�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B448＋ 8 56．2クビ 43．9�
814 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 458＋ 8 56．73 11．3�
815 ハヤブサペコムスメ 牝4栗 55 丹内 祐次武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 456－ 4 56．8	 21．7	
11 ローズオブシャロン 牝4青鹿55 秋山 稔樹�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 2 57．43
 34．0

47 オパールシャルム 牝4栗 55 藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 468－ 6 57．61� 7．4�
22 グ ラ ウ ク ス �5栗 57 亀田 温心 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 0 〃 クビ 55．7�
59 � クリッパークラス 牝5栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 462＋16 57．7アタマ 11．9
34 � マリノスピカ 牝5栗 55 吉田 隼人和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482＋ 6 57．8	 22．5�
46 リッチクレマチス 牝4青 55 山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 452＋ 4 58．01 193．0�
611 ゴーゴーチアフル 牝4栗 55 斎藤 新上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 496－ 2 〃 ハナ 22．0�
610� ケイティディライト 牝4鹿 55 菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 460－ 2 58．42
 78．5�
35 デンタルバルーン 牝4青鹿55 島 良太三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 456＋ 8 59．57 137．9�
23 ヴァラークラウン 牝4黒鹿55 城戸 義政ゴドルフィン 島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 2 59．6	 124．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，757，100円 複勝： 53，309，000円 枠連： 22，638，000円
馬連： 92，781，800円 馬単： 40，098，200円 ワイド： 72，923，100円
3連複： 171，094，900円 3連単： 203，173，800円 計： 703，775，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 550円 枠 連（7－7） 470円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，020円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 20，920円

票 数

単勝票数 計 477571 的中 � 100764（2番人気）
複勝票数 計 533090 的中 � 111108（2番人気）� 133972（1番人気）� 15193（10番人気）
枠連票数 計 226380 的中 （7－7） 37259（2番人気）
馬連票数 計 927818 的中 �� 147520（1番人気）
馬単票数 計 400982 的中 �� 25977（2番人気）
ワイド票数 計 729231 的中 �� 102669（1番人気）�� 8041（25番人気）�� 11172（19番人気）
3連複票数 計1710949 的中 ��� 24886（13番人気）
3連単票数 計2031738 的中 ��� 7040（54番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．7―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．0―32．7―43．9

上り4F44．3－3F34．1
勝馬の
紹 介

オルダージュ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．6 東京7着

2016．4．3生 牡5黒鹿 母 カリオンレディ 母母 ヒシレイホウ 27戦3勝 賞金 61，249，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンタルバルーン号・ヴァラークラウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

6月9日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 クラシコ号（疾病〔左前肢跛行〕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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルムブラスト号・カーテンコール号・シャイニールミナス号・ニシノストーム号・マリノディアナ号
（非抽選馬） 7頭 クルークヴァール号・グレイトゲイナー号・セイドアモール号・デルマクリスタル号・ニシノコデマリ号・

マイネルアムニス号・マイネルワルツ号



13023 5月9日 晴 良 （3新潟2） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第43回新 潟 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，2．5．9以降3．5．2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

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 サンレイポケット 牡6黒鹿55 �島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472－ 81：59．3 5．5�
610 ポ タ ジ ェ 牡4鹿 56 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 3．5�
814 サトノソルタス 牡6芦 55 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B506± 0 〃 クビ 19．0�
34 � 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 482－ 21：59．4	 20．3�
11 ボッケリーニ 牡5栗 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：59．61
 4．3	
711 ダノンマジェスティ 牡6鹿 55 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：59．7クビ 7．5

45 ムイトオブリガード 牡7鹿 57 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 アタマ 32．2�
33 � バスカヴィル 牡7鹿 53 斎藤 新ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

486＋ 21：59．91	 345．7�
58 バイオスパーク 牡6黒鹿57 丸山 元気宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 478＋ 42：00．0クビ 45．3
69 サトノエルドール 牡5鹿 54 菅原 明良 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B476－ 2 〃 クビ 18．6�
46 ヒュミドール �5鹿 55 吉田 豊�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 474＋ 82：00．42	 6．8�
712 ニシノデイジー 牡5鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 486－ 82：01．46 64．4�
57 ハッピーアワー 牡5鹿 54 �島 良太髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－ 82：01．93 212．5�
813 マイスタイル 牡7鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 82：02．85 20．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 140，623，500円 複勝： 190，211，000円 枠連： 53，241，800円
馬連： 437，463，900円 馬単： 143，491，100円 ワイド： 287，528，800円
3連複： 779，121，700円 3連単： 887，090，900円 計： 2，918，772，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 410円 枠 連（2－6） 1，180円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，570円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 31，340円

票 数

単勝票数 計1406235 的中 � 201256（3番人気）
複勝票数 計1902110 的中 � 298466（3番人気）� 407616（1番人気）� 88083（7番人気）
枠連票数 計 532418 的中 （2－6） 34765（4番人気）
馬連票数 計4374639 的中 �� 293689（2番人気）
馬単票数 計1434911 的中 �� 38813（9番人気）
ワイド票数 計2875288 的中 �� 184066（2番人気）�� 44737（20番人気）�� 61477（11番人気）
3連複票数 計7791217 的中 ��� 97208（15番人気）
3連単票数 計8870909 的中 ��� 20520（87番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．0―11．3―11．6―12．1―12．5―12．0―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―34．2―45．5―57．1―1：09．2―1：21．7―1：33．7―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．6
3 13＝3－（4，14）（1，8）（10，9，12）－6，2，11（7，5） 4 13－3（4，14）（1，8）（10，9，12）（2，6）（7，11）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンレイポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．31 阪神11着

2015．5．2生 牡6黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 19戦5勝 賞金 155，519，000円
〔制裁〕 ポタジェ号の騎手西村淳也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※バスカヴィル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13024 5月9日 晴 良 （3新潟2） 第2日 第12競走 ��
��1，800�

さんじょう

三条ステークス
発走16時00分 （ダート・左）
牝，4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

713 リネンファッション 牝4鹿 55 秋山真一郎戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 450＋ 21：53．2 1．7�
22 メイショウササユリ 牝7黒鹿55 菊沢 一樹松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 504± 01：53．4� 120．3�
11 レッドシルヴァーナ 牝5芦 55 横山 和生 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520＋101：53．72 68．0�
59 クリノフラッシュ 牝6青鹿55 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B448－121：53．91 28．9�
47 プリティーチャンス 牝4青鹿55 吉田 隼人廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 468＋ 8 〃 ハナ 6．0�
814 ラヴォアドゥース 牝4栃栗55 	島 克駿�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 18．2	
23 アイムポッシブル 牝4黒鹿55 斎藤 新 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：54．22 12．1�
34 キャンディスイート 牝5鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B480－ 21：54．41
 11．7�
611 ルコントブルー 牝4黒鹿55 丸山 元気 
シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 560＋161：54．61
 9．7
610 ケイツーキナ 牝4鹿 55 秋山 稔樹楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 472＋ 41：55．13 47．6�
46 バラーディスト 牝5黒鹿55 和田 竜二 
シルクレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 32．7�
58 パ レ ニ ア 牝5鹿 55 酒井 学今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 514＋ 8 〃 ハナ 57．4�
35 フクサンローズ 牝7鹿 55 小林 凌大小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 B468＋121：56．05 43．1�
712 スマートランウェイ 牝5芦 55 西村 淳也大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 杵臼牧場 502－ 81：56．1� 117．8�
815 レトロフィット 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 490－ 61：57．16 57．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，566，300円 複勝： 102，211，300円 枠連： 23，104，600円
馬連： 117，594，300円 馬単： 53，497，100円 ワイド： 100，541，300円
3連複： 195，318，200円 3連単： 267，309，700円 計： 922，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，440円 � 1，600円 枠 連（2－7） 890円

馬 連 �� 9，610円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 2，570円 �� 16，400円

3 連 複 ��� 93，360円 3 連 単 ��� 297，690円

票 数

単勝票数 計 625663 的中 � 292738（1番人気）
複勝票数 計1022113 的中 � 435655（1番人気）� 11082（13番人気）� 9891（14番人気）
枠連票数 計 231046 的中 （2－7） 20118（4番人気）
馬連票数 計1175943 的中 �� 9482（28番人気）
馬単票数 計 534971 的中 �� 3503（32番人気）
ワイド票数 計1005413 的中 �� 8734（27番人気）�� 10204（24番人気）�� 1558（82番人気）
3連複票数 計1953182 的中 ��� 1569（167番人気）
3連単票数 計2673097 的中 ��� 651（595番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．8―50．2―1：02．5―1：14．5―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リネンファッション �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．8．18 新潟1着

2017．3．5生 牝4鹿 母 リネンパズル 母母 アルテミスターキン 13戦4勝 賞金 72，389，000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） 2頭 ソングオブザハート号・ワンダーマンボ号

３レース目



（3新潟2）第2日 5月9日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

251，770，000円
22，800，000円
1，680，000円
30，000，000円
71，137，750円
5，790，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
487，866，300円
684，550，600円
164，956，600円
1，009，986，300円
406，752，400円
812，132，700円
1，720，949，700円
2，047，060，600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 7，334，255，200円

総入場人員 1，763名 （有料入場人員 1，635名）
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