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13037 5月16日 曇 良 （3新潟2） 第4日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9時50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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

611 サザンナイツ 牡3黒鹿 56
55 ☆菅原 明良ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 444－ 61：34．6 5．0�

714 イ ザ ニ コ ス 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：34．7� 7．2�

510 バ ク ラ ヴ ァ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：34．8クビ 3．6�
612 エルモドーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462＋ 21：35．22� 2．9�
47 デマントイド 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 11．2�
35 ミーティアカフェ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 456 ―1：35．51� 17．1	
815 ラリマールース 牝3栗 54 勝浦 正樹 
社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 434＋ 61：36．03 35．3�
36 ラインリブラ 牝3青鹿54 菱田 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 新冠 小泉牧場 450－ 21：36．2� 224．3�
48 ル ク ク 牡3鹿 56 西村 淳也江馬 由将氏 杉山 晴紀 日高 門別山際牧場 444＋201：36．3� 20．6
23 クリノエンジョイ 牡3黒鹿56 加藤 祥太栗本 守氏 藤沢 則雄 新ひだか 沖田 博志 532＋421：36．83 70．0�
24 スマートラン 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 438＋14 〃 クビ 95．3�
816 マテンロウアチーブ 牡3鹿 56 �島 克駿寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 552＋ 41：36．9クビ 56．7�
11 マクラガレーヌ 牝3黒鹿54 原田 和真藤沼 利夫氏 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 474＋ 21：37．22 143．2�
713 ラブバルドー 牝3鹿 54

52 △山田 敬士増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 426＋ 21：37．62� 124．5�
59 メイショウテンドウ 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 468 ―1：37．91� 89．6�
12 シュヴァルマラン 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 482＋101：38．96 115．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，559，100円 複勝： 33，642，800円 枠連： 9，501，300円
馬連： 43，437，200円 馬単： 22，053，200円 ワイド： 40，059，000円
3連複： 71，581，800円 3連単： 78，030，600円 計： 318，865，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 210円 � 130円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 540円 �� 320円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 205591 的中 � 32661（3番人気）
複勝票数 計 336428 的中 � 54192（3番人気）� 34246（4番人気）� 76711（2番人気）
枠連票数 計 95013 的中 （6－7） 10360（3番人気）
馬連票数 計 434372 的中 �� 20139（6番人気）
馬単票数 計 220532 的中 �� 5319（12番人気）
ワイド票数 計 400590 的中 �� 18187（6番人気）�� 34029（3番人気）�� 21979（4番人気）
3連複票数 計 715818 的中 ��� 31420（3番人気）
3連単票数 計 780306 的中 ��� 5628（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．5―47．1―58．9―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．7
3 ・（4，13）－14（8，12）－6，10，11，7，15，9，16，3－2，5，1 4 ・（4，13）－14（8，12）－（10，6）11－7，15（9，16）－3－（2，5）－1

勝馬の
紹 介

サザンナイツ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Rip Van Winkle デビュー 2020．11．23 東京6着

2018．3．13生 牡3黒鹿 母 トレサンセール 母母 トレラピッド 5戦1勝 賞金 7，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュヴァルマラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月16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 コスモエンデ号・ジューンサクラ号・ディヴァインギフト号

13038 5月16日 曇 良 （3新潟2） 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

11 ディベルティール 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 500＋ 41：12．6 3．0�

58 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－ 41：12．7� 2．3�

59 クリノヴァニラ 牝3栗 54 黛 弘人栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 482± 01：13．44 99．0�
35 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 434－ 2 〃 ハナ 14．9�
47 パ イ ナ 牝3鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 466－121：13．6� 118．6	
46 ゲツメンチャクリク 牝3鹿 54

52 △山田 敬士小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 416－ 6 〃 クビ 14．8

814 サヴァビアン 牡3栗 56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 8 〃 ハナ 4．3�
34 タイセイフリート �3鹿 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B468－ 41：13．7クビ 96．6�
712 ネ オ イ リ ス 牝3栗 54 西村 淳也太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 430－ 11：13．91� 22．0
610 ノ ア ム サ シ 牡3鹿 56 加藤 祥太佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 462－ 21：14．11� 77．4�
611 ゲ ツ レ ン カ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 438－ 61：14．52� 171．5�
23 ニシノラフカット 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 438＋ 61：15．45 81．7�
713 ア カ ト ン ボ 牝3栗 54 武士沢友治�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 454＋ 41：16．03� 151．5�
815 フェアリーテイル 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 438－ 21：16．32 213．5�
22 ヤマニンココット 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子土井 肇氏 池上 昌和 浦河 廣田 光夫 452＋ 21：18．010 120．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，974，000円 複勝： 47，378，900円 枠連： 7，347，200円
馬連： 37，148，700円 馬単： 20，288，600円 ワイド： 36，522，200円
3連複： 59，441，600円 3連単： 82，976，600円 計： 317，077，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 590円 枠 連（1－5） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 2，320円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 14，780円

票 数

単勝票数 計 259740 的中 � 68888（2番人気）
複勝票数 計 473789 的中 � 76254（2番人気）� 260893（1番人気）� 6754（7番人気）
枠連票数 計 73472 的中 （1－5） 25663（1番人気）
馬連票数 計 371487 的中 �� 117382（1番人気）
馬単票数 計 202886 的中 �� 31067（2番人気）
ワイド票数 計 365222 的中 �� 101358（1番人気）�� 2945（21番人気）�� 4895（15番人気）
3連複票数 計 594416 的中 ��� 8918（13番人気）
3連単票数 計 829766 的中 ��� 4069（44番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディベルティール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．1．9 中山3着

2018．4．7生 牡3鹿 母 ハッピーヴァリュー 母母 ネームヴァリュー 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 タイセイフリート号の騎手菅原明良は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 ヤマニンココット号は，発走後に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。
〔3走成績による出走制限〕 ノアムサシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月16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 クリムゾンハート号・シゲルカチョウホサ号・タイセイラグーン号・タマモキラキラボシ号・ラスティネイル号

第２回 新潟競馬 第４日



13039 5月16日 曇 良 （3新潟2） 第4日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

34 ベ ル ゼ ー ル 牝3栗 54
50 ★永島まなみ �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440± 01：55．8 3．8�

22 アイソウザスター 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 490－ 41：56．11� 14．2�

23 アーティフィス 牝3黒鹿54 �島 克駿ルシミエント 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 454－ 41：56．41� 2．5�
814 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± 01：56．61� 5．2�
712 シゲルデカスロン 牝3青鹿54 城戸 義政森中 蕃氏 木原 一良 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－ 41：57．02� 42．7�
610 シーズナルウィンド 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 428＋141：57．1� 73．0	
11 スウィートチェリー 牝3栗 54 菱田 裕二草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490－ 21：57．2� 44．4

59 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 416＋ 21：57．3� 20．5�
815 ローズトピアリー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 484＋ 41：58．25 105．0
58 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 442－ 4 〃 クビ 30．7�
46 スペキアリス 牝3青 54 西村 淳也�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：58．4� 5．9�
611 セイレリック 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良金田 成基氏 新開 幸一 新冠 アサヒ牧場 464＋ 81：58．61� 461．2�
47 ハクサンキュート 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 �川 啓一 B430－ 61：59．34 124．0�
713 ヤマニンムジカ 牝3栗 54 武士沢友治土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 472－ 81：59．61� 198．5�
35 シャルウィダンス 牝3青鹿54 黛 弘人シミズレーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 494 ―2：00．23� 180．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，330，300円 複勝： 37，193，400円 枠連： 6，822，500円
馬連： 38，274，000円 馬単： 19，201，900円 ワイド： 39，048，900円
3連複： 61，358，500円 3連単： 68，395，400円 計： 297，624，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 230円 � 110円 枠 連（2－3） 540円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 520円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 273303 的中 � 56488（2番人気）
複勝票数 計 371934 的中 � 50133（3番人気）� 29669（5番人気）� 117171（1番人気）
枠連票数 計 68225 的中 （2－3） 9626（2番人気）
馬連票数 計 382740 的中 �� 12414（8番人気）
馬単票数 計 192019 的中 �� 3600（15番人気）
ワイド票数 計 390489 的中 �� 17878（7番人気）�� 37543（2番人気）�� 25559（4番人気）
3連複票数 計 613585 的中 ��� 24529（5番人気）
3連単票数 計 683954 的中 ��� 4082（32番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．9―13．8―13．1―13．0―13．6―13．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．3―50．1―1：03．2―1：16．2―1：29．8―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ゼ ー ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 In The Wings デビュー 2020．8．30 小倉7着

2018．1．26生 牝3栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハクサンキュート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月16日まで平地競走に出走でき

ない。

13040 5月16日 曇 良 （3新潟2） 第4日 第4競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走11時10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

78 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 上野 翔 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 524＋ 83：12．7 78．0�
33 クリノニキータ 牝4鹿 57 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 466－ 8 〃 ハナ 27．7�
66 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿59 西谷 誠窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 464± 03：12．8� 9．8�
55 クライムメジャー 牡7栗 60 森 一馬 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 532＋ 23：13．12 1．6�
22 � セイウンクロクモ 牡4青鹿59 伴 啓太西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 484－ 23：13．52� 64．0�
67 レッドサイオン 	5鹿 60 五十嵐雄祐 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 ハナ 3．3

44 ナムラタイガー 牡4鹿 59 中村 将之奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 526－103：13．6
 8．5�
79 シ ン ラ イ 牡5芦 60 草野 太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 480＋ 43：14．66 124．5�
811 テンチシンメイ 牡4鹿 59 石神 深一岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 520＋103：16．9大差 33．2
11 シンクロゲイザー 牡4黒鹿59 大江原 圭松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 440－123：19．2大差 56．9�
810 トーセンリズム 牡4黒鹿59 小野寺祐太島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム B478＋ 4 （競走中止） 57．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，186，200円 複勝： 53，795，200円 枠連： 5，394，700円
馬連： 23，021，400円 馬単： 19，532，100円 ワイド： 20，000，000円
3連複： 40，117，200円 3連単： 86，795，200円 計： 266，842，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，800円 複 勝 � 3，050円 � 1，160円 � 550円 枠 連（3－7） 7，910円

馬 連 �� 32，200円 馬 単 �� 76，690円

ワ イ ド �� 4，230円 �� 2，800円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 39，900円 3 連 単 ��� 572，050円

票 数

単勝票数 計 181862 的中 � 1865（10番人気）
複勝票数 計 537952 的中 � 4429（7番人気）� 12164（5番人気）� 27695（3番人気）
枠連票数 計 53947 的中 （3－7） 528（16番人気）
馬連票数 計 230214 的中 �� 554（34番人気）
馬単票数 計 195321 的中 �� 191（64番人気）
ワイド票数 計 200000 的中 �� 1200（29番人気）�� 1833（21番人気）�� 3748（13番人気）
3連複票数 計 401172 的中 ��� 754（64番人気）
3連単票数 計 867952 的中 ��� 110（432番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．4－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョーカーワイルド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Holy Bull デビュー 2018．1．27 東京10着

2015．4．26生 牡6鹿 母 レディークライスト 母母 ファストルック 障害：26戦1勝 賞金 18，240，000円
〔競走中止〕 トーセンリズム号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 トーセンリズム号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目3コーナーで競走を中止したことについて障害調教再審査〔平

地調教を含む〕。



13041 5月16日 小雨 良 （3新潟2） 第4日 第5競走 2，890�障害4歳以上未勝利
発走12時00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

44 バイオレントブロー �6黒鹿60 白浜 雄造 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 490＋ 23：10．2 3．7�
22 � コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 476＋ 43：10．3� 24．7�
55 ヴァンクールシルク �7栗 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 578± 03：11．78 13．4�
810 ゲインスプレマシー �5鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482－ 43：13．29 2．2�
811 メリディアンローグ 牡4黒鹿59 大江原 圭山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 63：14．15 15．6�
67 オレンジオレンジ 牝5鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462＋ 63：14．73� 6．8	
66 � プラチナポセイドン 牡5芦 60 五十嵐雄祐
ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472－163：15．23 39．6�
78 � トーセンアイアン 牡5鹿 60 上野 翔島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 528－193：18．8大差 89．8
11 トーセンポエム 牡4青 59 伴 啓太島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－143：19．01� 78．7�
79 カフジロッソ 牡5鹿 60 森 一馬加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 518－ 43：19．63� 7．9�
33 スリーヘリオス �6黒鹿60 植野 貴也永井商事
 村山 明 浦河 辻 牧場 482＋ 63：21．210 27．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，096，200円 複勝： 19，130，200円 枠連： 4，860，300円
馬連： 26，249，000円 馬単： 15，641，800円 ワイド： 20，788，700円
3連複： 45，231，600円 3連単： 65，461，600円 計： 214，459，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 310円 � 360円 枠 連（2－4） 3，240円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 660円 �� 780円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 29，240円

票 数

単勝票数 計 170962 的中 � 36257（2番人気）
複勝票数 計 191302 的中 � 45581（2番人気）� 13953（5番人気）� 11286（6番人気）
枠連票数 計 48603 的中 （2－4） 1160（12番人気）
馬連票数 計 262490 的中 �� 7672（11番人気）
馬単票数 計 156418 的中 �� 2634（18番人気）
ワイド票数 計 207887 的中 �� 8339（5番人気）�� 6893（10番人気）�� 2583（23番人気）
3連複票数 計 452316 的中 ��� 5002（24番人気）
3連単票数 計 654616 的中 ��� 1623（94番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオレントブロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．3 阪神2着

2015．4．15生 �6黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 障害：4戦1勝 賞金 11，090，000円

13042 5月16日 小雨 良 （3新潟2） 第4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

11 イントゥザワールド 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ

アーム 442＋ 81：55．0 5．5�
79 シグネチャーセル 牡3鹿 56 �島 克駿前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B492－ 81：55．42� 3．2�
44 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 472＋ 21：55．61 4．1�
78 クリーンドリーム 牡3芦 56 西村 淳也石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480－ 21：55．92 12．1�
810 デ シ レ ー 牝3栗 54

50 ★永島まなみ椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 450＋121：56．0クビ 60．0�
55 アレデラヴァン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 512＋ 21：56．21� 19．3�
811 ナイルローズ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 452－14 〃 クビ 11．2	
22 アルディートクライ 牡3芦 56 坂井 瑠星中塚 孝明氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：56．3アタマ 3．8

67 ペイシャレン 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 448－ 61：56．4� 119．8�
66 カシノオラフ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 448－ 21：57．57 146．1�
33 クリノビックリバゴ 牡3鹿 56 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 440± 01：58．45 181．6

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，944，200円 複勝： 36，714，500円 枠連： 5，889，100円
馬連： 37，989，900円 馬単： 19，299，600円 ワイド： 35，646，700円
3連複： 52，967，600円 3連単： 76，258，100円 計： 293，709，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 400円 �� 280円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 289442 的中 � 41678（4番人気）
複勝票数 計 367145 的中 � 56748（4番人気）� 80336（1番人気）� 61132（3番人気）
枠連票数 計 58891 的中 （1－7） 5262（3番人気）
馬連票数 計 379899 的中 �� 28351（6番人気）
馬単票数 計 192996 的中 �� 6845（11番人気）
ワイド票数 計 356467 的中 �� 21664（6番人気）�� 34777（1番人気）�� 23342（5番人気）
3連複票数 計 529676 的中 ��� 33179（1番人気）
3連単票数 計 762581 的中 ��� 6774（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―50．2―1：02．9―1：15．3―1：28．5―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イントゥザワールド �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2021．1．24 中山7着

2018．3．20生 牡3鹿 母 ラ ブ ル ビ ー 母母 スカイスケイプ 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔発走状況〕 クリノビックリバゴ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 テイエムリオン号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔3走成績による出走制限〕 ペイシャレン号・カシノオラフ号・クリノビックリバゴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年

7月16日まで平地競走に出走できない。



13043 5月16日 小雨 良 （3新潟2） 第4日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13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

814 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 B482－101：12．0 7．7�

47 トーアシオン �5栗 57 坂井 瑠星高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 474＋121：12．1クビ 4．9�
712 アイアムイチオシ 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 530＋ 2 〃 クビ 5．1�
46 セレンディピア 牡4鹿 57 杉原 誠人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 466＋ 21：12．3� 14．7�
815 リアンフィーユ 牝4黒鹿55 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 95．2�
35 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 黛 弘人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 482－ 21：12．4� 113．2	
59 	 ヴァンデリオン 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 474－12 〃 クビ 4．6


611 ソウルユニバンス �4黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：12．71� 167．2�
610 グラスディアブロ 牡4鹿 57

55 △山田 敬士半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B462－ 2 〃 ハナ 31．7
58 
 スマートレジーナ 牝5鹿 55

54 ☆菅原 明良大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス
マート 448＋ 41：12．8� 33．0�

22 エ ル ピ ド 牡5青鹿57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 81：13．01� 188．8�

11 	 ディランズソング 牡4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 米
Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

520± 01：13．42� 5．4�
23 クリノアンカーマン �4鹿 57 武士沢友治栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 462＋ 41：13．5クビ 197．2�
34 コズミックランナー 牡4栗 57 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 442－ 41：13．6� 6．8�
713	 フォートワズワース 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �シルクレーシング 畑端 省吾 米 Chelston 548± 01：14．23� 77．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，454，100円 複勝： 43，397，600円 枠連： 7，765，500円
馬連： 49，924，200円 馬単： 21，277，300円 ワイド： 47，168，400円
3連複： 76，473，800円 3連単： 90，207，900円 計： 368，668，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 180円 � 200円 枠 連（4－8） 1，550円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 750円 �� 670円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 324541 的中 � 33698（6番人気）
複勝票数 計 433976 的中 � 55383（5番人気）� 62899（2番人気）� 56706（4番人気）
枠連票数 計 77655 的中 （4－8） 3866（9番人気）
馬連票数 計 499242 的中 �� 16506（9番人気）
馬単票数 計 212773 的中 �� 3150（25番人気）
ワイド票数 計 471684 的中 �� 15543（10番人気）�� 17733（8番人気）�� 29702（2番人気）
3連複票数 計 764738 的中 ��� 20018（5番人気）
3連単票数 計 902079 的中 ��� 3061（68番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．3―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイマリブ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2017．12．28 中山1着

2015．3．19生 牡6鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 22戦2勝 賞金 27，870，000円

13044 5月16日 小雨 良 （3新潟2） 第4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

55 ベイサイドブルー 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 552＋141：53．3 5．8�
67 パイプライナー 牡4芦 57 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 508± 01：53．51� 9．1�
812 ジンフラッシュ 牡4青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 486－ 21：53．82 4．1�
56 � ヒューミリティ 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 458－ 21：53．9� 58．1�
811 フームスムート 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 508± 01：54．11� 18．7	
22 マイネルエンカント 牡4黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：54．2� 17．2

11 シュテルクスト 牡4青鹿57 森 一馬 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 484－ 21：54．3クビ 13．4�
33 ミストラルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲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＋ 2 〃 ハナ 31．1

79 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 464－ 61：54．83 38．3�

710 ラグリマスネグラス �4栗 57 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 562＋221：55．54 30．4�
44 � 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 448－ 41：56．03 2．9�
68 アイルビーメジャー 牡4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 470± 01：56．1	 10．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，068，300円 複勝： 38，819，300円 枠連： 7，417，100円
馬連： 46，682，600円 馬単： 21，299，900円 ワイド： 45，012，000円
3連複： 69，756，800円 3連単： 88，851，000円 計： 346，907，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 310円 � 150円 枠 連（5－6） 1，160円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 810円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 290683 的中 � 39673（3番人気）
複勝票数 計 388193 的中 � 36107（4番人気）� 27000（6番人気）� 85413（1番人気）
枠連票数 計 74171 的中 （5－6） 4923（5番人気）
馬連票数 計 466826 的中 �� 12931（10番人気）
馬単票数 計 212999 的中 �� 3104（19番人気）
ワイド票数 計 450120 的中 �� 9593（12番人気）�� 14356（7番人気）�� 14138（8番人気）
3連複票数 計 697568 的中 ��� 11160（13番人気）
3連単票数 計 888510 的中 ��� 2456（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―49．5―1：01．8―1：14．1―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベイサイドブルー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．9．15 阪神6着

2017．2．27生 牡4鹿 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 8戦2勝 賞金 16，733，000円



13045 5月16日 雨 良 （3新潟2） 第4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

612 トゥールドマジ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 6 56．3 33．7�

815� 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 410－ 2 56．51� 6．0�
36 サクセスハーモニー 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗�タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 454＋ 8 56．6� 48．8�
35 トミケンルーア 	5鹿 57

55 ◇藤田菜七子富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 478＋ 2 〃 クビ 2．6�
713� ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55 
島 克駿西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 478－ 2 56．81� 5．6�
12 � モ テ モ テ 牝5鹿 55 西村 淳也	イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 464＋ 6 〃 クビ 17．0

510 アイアムスゴスギル 牡4栗 57

55 △山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B488＋ 2 56．9クビ 16．8�
48 � パルフェアンジュ 牝5栗 55 菱田 裕二	イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 460－ 4 57．0� 73．7�
816� ブラックアーシャ 牝5黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 494－ 2 57．1� 4．5
611� アイファーネイビー 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 野表 篤夫 466＋ 8 〃 アタマ 49．9�
714� グランミューク 牡5栗 57 伴 啓太庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 494＋ 8 57．52� 34．2�
59 エリーグランプリ 牝4鹿 55 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 452＋14 〃 クビ 228．0�
24 � プレミアムコマチ 牝5鹿 55 武士沢友治	宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 434－ 4 〃 アタマ 213．4�
47 � スターライトキス 牝6栗 55

54 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 520＋12 57．6� 20．0�
23 フジマサディープ 牡5鹿 57 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 486－ 8 58．77 118．9�
11 � 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± 0 59．12� 123．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，468，600円 複勝： 49，958，500円 枠連： 17，065，100円
馬連： 70，258，300円 馬単： 31，225，300円 ワイド： 59，455，100円
3連複： 145，747，100円 3連単： 161，572，700円 計： 576，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 720円 � 220円 � 1，010円 枠 連（6－8） 1，640円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 21，800円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 15，340円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 98，470円 3 連 単 ��� 741，390円

票 数

単勝票数 計 414686 的中 � 9820（8番人気）
複勝票数 計 499585 的中 � 16327（8番人気）� 74544（2番人気）� 11332（11番人気）
枠連票数 計 170651 的中 （6－8） 8047（5番人気）
馬連票数 計 702583 的中 �� 7087（27番人気）
馬単票数 計 312253 的中 �� 1074（63番人気）
ワイド票数 計 594551 的中 �� 7010（25番人気）�� 986（73番人気）�� 3646（40番人気）
3連複票数 計1457471 的中 ��� 1110（173番人気）
3連単票数 計1615727 的中 ��� 158（1123番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．4―44．7

上り4F44．2－3F33．8
勝馬の
紹 介

トゥールドマジ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．1．11 京都9着

2017．2．19生 牝4栗 母 マイネソルシエール 母母 マイネソーサリス 10戦2勝 賞金 13，470，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 アランチャアミーゴ号・エイリアス号・モメチョッタ号

13046 5月16日 雨 稍重 （3新潟2） 第4日 第10競走 ��2，000�
か す が や ま

春 日 山 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 259，000円 74，000円 37，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 アイブランコ 牡4栗 57 菱田 裕二ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498± 02：02．4 2．3�

11 � アルスラーン 牡6黒鹿57 亀田 温心小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 500－ 82：02．71� 13．1�
88 ネオストーリー 牡4青鹿57 坂井 瑠星藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 6 〃 ハナ 5．2�
33 コスモミローディア 牡5黒鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 B466－ 82：02．8� 9．6�
22 ディープハーモニー 牡4黒鹿57 浜中 俊深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 492－ 42：02．9アタマ 3．5	
66 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿55 西村 淳也前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 4 〃 ハナ 17．0

89 ケ ル ベ ロ ス 牡8黒鹿57 菅原 明良�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 458＋222：03．22 36．7�
55 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 458－102：03．62� 18．5�
77 ロードオマージュ 牡4栗 57 丹内 祐次 �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 484－ 42：04．66 26．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，437，600円 複勝： 35，693，200円 枠連： 6，258，100円
馬連： 48，788，100円 馬単： 25，190，100円 ワイド： 39，139，400円
3連複： 67，917，000円 3連単： 116，332，300円 計： 370，755，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 260円 � 150円 枠 連（1－4） 1，480円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 470円 �� 250円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 314376 的中 � 105999（1番人気）
複勝票数 計 356932 的中 � 108061（1番人気）� 24691（5番人気）� 56069（3番人気）
枠連票数 計 62581 的中 （1－4） 3261（6番人気）
馬連票数 計 487881 的中 �� 26436（6番人気）
馬単票数 計 251901 的中 �� 7875（9番人気）
ワイド票数 計 391394 的中 �� 20226（5番人気）�� 44863（2番人気）�� 11879（11番人気）
3連複票数 計 679170 的中 ��� 22405（7番人気）
3連単票数 計1163323 的中 ��� 7858（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．6―50．4―1：02．9―1：15．3―1：27．1―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．3
3 2（6，9）－7，1，8－（5，4）＝3 4 2，9，6，7，1，8（5，4）－3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

アイブランコ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．3 札幌8着

2017．4．11生 牡4栗 母 クリスコンフリクト 母母 フリクション 20戦2勝 賞金 31，381，000円
〔制裁〕 アイブランコ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

ディープハーモニー号の騎手浜中俊は，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：8番）



13047 5月16日 雨 稍重 （3新潟2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥彦ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
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，57�，牝馬2�減

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 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

58 � ユニコーンライオン 牡5黒鹿57 菅原 明良ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc 532＋ 41：48．0 12．9�

45 コマノウインクル 牡4黒鹿57 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 504＋ 21：48．21	 4．4�
34 シルヴェリオ 牡4黒鹿57 
島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：48．3クビ 6．8�
69 � ダブルシャープ 牡6鹿 57 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 492＋ 6 〃 クビ 3．5�
813 オールイズウェル 牡5黒鹿57 菱田 裕二小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492± 0 〃 ハナ 4．7	
711 ディキシーナイト 牡5鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 538＋201：48．93	 15．4

610 カ リ ボ ー ル 牡5鹿 57 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋14 〃 クビ 34．8�
11 ワールドヘリテージ 牡6鹿 57 丸田 恭介谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 61：49．0クビ 23．1�
57 ナイトバナレット 牡7芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 81：49．21� 31．9
33 マ リ オ 牡6鹿 57 亀田 温心サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 510± 0 〃 クビ 60．0�
46 ウインレフィナード 牡5黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 454－ 21：49．3クビ 35．9�
22 シングフォーユー 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 486＋10 〃 クビ 14．5�
712 レッドクレオス 牡5栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：49．5 44．5�
814 メイショウモウコ 牡7栗 57 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492－ 61：51．09 107．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，150，700円 複勝： 82，955，700円 枠連： 27，157，800円
馬連： 178，392，100円 馬単： 62，146，200円 ワイド： 112，810，500円
3連複： 284，229，100円 3連単： 326，261，000円 計： 1，135，103，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 410円 � 200円 � 230円 枠 連（4－5） 2，120円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，060円 �� 730円

3 連 複 ��� 10，880円 3 連 単 ��� 78，060円

票 数

単勝票数 計 611507 的中 � 37851（5番人気）
複勝票数 計 829557 的中 � 45669（5番人気）� 117101（3番人気）� 96148（4番人気）
枠連票数 計 271578 的中 （4－5） 9893（11番人気）
馬連票数 計1783921 的中 �� 43423（12番人気）
馬単票数 計 621462 的中 �� 6358（28番人気）
ワイド票数 計1128105 的中 �� 25018（11番人気）�� 13647（23番人気）�� 41128（5番人気）
3連複票数 計2842291 的中 ��� 19588（35番人気）
3連単票数 計3262610 的中 ��� 3030（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―48．8―1：01．1―1：13．2―1：24．4―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ユニコーンライオン �
�
父 No Nay Never �

�
母父 High Chaparral デビュー 2019．1．27 京都1着

2016．1．29生 牡5黒鹿 母 Muravka 母母 Tabdea 17戦4勝 賞金 75，831，000円

13048 5月16日 雨 稍重 （3新潟2） 第4日 第12競走 ��1，800�
な か の だ け

中 ノ 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス，2．5．16以降3．5．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

23 アルーフクライ �7鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 81：52．1 3．7�
814 レッドエンヴィー 牡5鹿 55 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B502＋ 6 〃 クビ 31．5�
34 ショウナンマリオ 牡4黒鹿55 �島 克駿�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 492＋ 41：52．2� 5．0�
610 アシャカリブラ 牡7黒鹿54 杉原 誠人吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B548＋ 41：52．3アタマ 22．5�
815 サンマルエンパイア 牡7鹿 53 川又 賢治相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468－12 〃 アタマ 58．3	
58 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 52 菱田 裕二 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：52．51� 22．3

59 サイモンルモンド �4栗 54 浜中 俊澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 450＋12 〃 アタマ 20．4�
611 インザバブル 牡8鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋101：52．82 31．8�
35 アースライザー �4栗 54 山田 敬士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：53．65 70．8
47 レオアルティメット 牡6栗 55 丹内 祐次�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B556＋121：54．23	 6．9�
11 
 プ ロ ー ス 牡5栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B512＋ 41：54．73 23．2�
713 ルドンカズマ 牡4鹿 55 亀田 温心合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 494＋ 2 〃 クビ 7．6�
46 
 ジンゴイスト 牡6青鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム B498－ 61：54．8	 37．8�
22 � リ ョ ウ ガ �4芦 54 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 452± 01：55．33 10．9�
712 マ ハ ヴ ィ ル 牡6鹿 55 木幡 初也 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 21：55．4	 8．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，371，300円 複勝： 77，032，600円 枠連： 23，342，800円
馬連： 106，904，400円 馬単： 40，554，800円 ワイド： 94，475，700円
3連複： 185，673，400円 3連単： 206，727，300円 計： 785，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 630円 � 180円 枠 連（2－8） 3，340円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 9，090円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 380円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 61，290円

票 数

単勝票数 計 503713 的中 � 106657（1番人気）
複勝票数 計 770326 的中 � 173250（1番人気）� 22165（11番人気）� 112768（2番人気）
枠連票数 計 233428 的中 （2－8） 5401（15番人気）
馬連票数 計1069044 的中 �� 13355（21番人気）
馬単票数 計 405548 的中 �� 3343（31番人気）
ワイド票数 計 944757 的中 �� 10384（27番人気）�� 72634（1番人気）�� 8683（33番人気）
3連複票数 計1856734 的中 ��� 15297（23番人気）
3連単票数 計2067273 的中 ��� 2445（172番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―12．6―12．4―12．5―13．1―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．6―48．2―1：00．6―1：13．1―1：26．2―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3

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

2
4

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

アルーフクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．8．7 新潟2着

2014．4．18生 �7鹿 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 37戦3勝 賞金 93，946，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ショウナンマリオ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

３レース目



（3新潟2）第4日 5月16日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

195，360，000円
6，010，000円
17，290，000円
1，310，000円
21，150，000円
65，734，500円
5，698，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
384，040，600円
555，711，900円
128，821，500円
707，069，900円
317，710，800円
590，126，600円
1，160，495，500円
1，447，869，700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 5，291，846，500円

総入場人員 1，293名 （有料入場人員 1，196名）
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