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12073 5月28日 曇 稍重 （4新潟1） 第7日 第1競走 ��2，890�障害4歳以上未勝利
発走9時50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3：05．5良

813 ビーマイオーシャン 牡5青鹿 60
57 ▲小牧加矢太 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 43：11．5 4．8�

22 エカテリンブルク 牡5青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 506－ 23：11．92� 3．6�
46 ニシノデイジー 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 494＋ 23：12．0クビ 7．4�
814 バ レ リ オ �7芦 60 石神 深一 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－103：13．48 10．5�
34 � ブルーエクセレンス 牡6青鹿60 草野 太郎ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 4 〃 クビ 21．2�
11 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 43：13．61	 16．8	
711 サンライズアキレス 牡6芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 510－ 23：14．45 21．5

610� クリノヴィンセント 牡5鹿 60 植野 貴也栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 482＋ 23：15．03� 45．3�
712 メイショウベンガル 牡5芦 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 474－223：15．85 21．2�
58 サンロックランド 牡5鹿 60 上野 翔 加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 514＋ 23：16．86 77．7�
33 カレンロマチェンコ 牡4鹿 59 平沢 健治鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 474－ 23：17．0
 6．5�
45 ア イ タ イ 牡6栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 520＋ 23：17．42� 7．2�
69 クリノキングボス 牡5栗 60 伴 啓太栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 476＋ 23：17．5
 84．1�
57 � ドバウィビクトリー 牡5鹿 60 大庭 和弥後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 478＋ 83：17．6クビ 186．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，076，100円 複勝： 26，741，200円 枠連： 9，652，300円
馬連： 31，612，600円 馬単： 14，457，800円 ワイド： 30，730，700円
3連複： 62，629，500円 3連単： 56，093，500円 計： 247，993，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 140円 � 290円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 400円 �� 820円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 160761 的中 � 26254（2番人気）
複勝票数 計 267412 的中 � 42192（2番人気）� 61758（1番人気）� 17701（6番人気）
枠連票数 計 96523 的中 （2－8） 9326（3番人気）
馬連票数 計 316126 的中 �� 23042（1番人気）
馬単票数 計 144578 的中 �� 5201（3番人気）
ワイド票数 計 307307 的中 �� 21147（1番人気）�� 9293（8番人気）�� 8870（9番人気）
3連複票数 計 626295 的中 ��� 16550（4番人気）
3連単票数 計 560935 的中 ��� 3192（11番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．1－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーマイオーシャン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．8 阪神9着

2017．4．10生 牡5青鹿 母 ディープストーリー 母母 リードストーリー 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フルネーズ号

12074 5月28日 曇 重 （4新潟1） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 エ レ ア イ ム 牝3青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480－ 61：56．6 1．9�
35 アルフワイラ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 B490－101：56．7� 5．4�
815 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 丸山 元気�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 466－ 41：57．02 55．4�
47 ルールザウイングス 牝3鹿 54 �島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 484＋ 21：57．42� 46．9�
23 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 菊沢 一樹安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B484＋ 41：57．61 6．8	
34 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 420－ 2 〃 クビ 20．9

814 ワンアンドワン 牝3鹿 54 小野寺祐太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438－ 61：57．91� 403．0�
611 トーホウパラダイス 牝3栗 54

52 △小沢 大仁東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 466－ 2 〃 クビ 36．1�
59 スズカサンサン 牝3芦 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 430－ 61：58．0クビ 81．7
713 ハッピーバレー 牝3鹿 54 武藤 雅馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450± 01：58．21� 5．4�
58 ミ ル ニ ュ イ 牝3芦 54

52 △松本 大輝小林 昌子氏 茶木 太樹 新冠 村上 欽哉 512 ―1：58．4� 109．6�
46 ハニートラップ 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 400－121：58．5� 87．8�
22 プレミアムマンゴー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 42：00．4大差 49．3�
712 エレガントモダン 牝3芦 54 宮崎 北斗廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 434＋ 42：02．110 89．4�
11 サクラレイピア 牝3青鹿54 斎藤 新�さくらコマース斎藤 誠 新ひだか 谷岡牧場 448 ―2：04．8大差 28．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，225，700円 複勝： 32，236，400円 枠連： 6，607，600円
馬連： 32，440，800円 馬単： 17，012，100円 ワイド： 34，140，500円
3連複： 55，602，000円 3連単： 59，749，500円 計： 261，014，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 210円 � 800円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，660円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 24，480円

票 数

単勝票数 計 232257 的中 � 97146（1番人気）
複勝票数 計 322364 的中 � 104664（1番人気）� 35806（4番人気）� 6492（10番人気）
枠連票数 計 66076 的中 （3－6） 10589（2番人気）
馬連票数 計 324408 的中 �� 36054（2番人気）
馬単票数 計 170121 的中 �� 10980（3番人気）
ワイド票数 計 341405 的中 �� 26659（3番人気）�� 4984（17番人気）�� 2704（31番人気）
3連複票数 計 556020 的中 ��� 4755（26番人気）
3連単票数 計 597495 的中 ��� 1769（69番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―13．6―12．6―12．3―12．8―13．4―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．3―50．9―1：03．5―1：15．8―1：28．6―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エ レ ア イ ム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．9．20 中京14着

2019．3．27生 牝3青鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 7戦1勝 賞金 10，150，000円
〔制裁〕 エレアイム号の騎手西村淳也は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・3番・1番）
〔その他〕 サクラレイピア号は，1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〕 エレガントモダン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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〕 スズカサンサン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28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 レッツドゥイット号

第１回 新潟競馬 第７日



12075 5月28日 曇 重 （4新潟1） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

611 クランシリーニー 牝3鹿 54 西村 淳也大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 490＋ 21：12．6 3．1�
22 カフェベラノッテ 牡3栗 56

54 △角田 大和西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 456＋ 81：12．81� 40．3�
58 オルロージュ 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 444＋ 81：13．01� 8．6�
35 ミイヒダンサー 牝3栗 54 黛 弘人前迫 義幸氏 辻 哲英 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 424＋ 61：13．32 123．9�
712 メイショウアポイ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 452－ 21：13．51 2．4�
11 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 武藤 雅 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 422－ 21：13．6� 19．0	
814 カンタベリーホープ 牡3栗 56 津村 明秀峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 444＋ 21：13．7� 9．8

59 テイエムフォンテ 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B496－ 41：13．8� 6．5�
34 シンデレラサリサ 牝3鹿 54 丹内 祐次田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 458＋ 61：13．9クビ 116．2�
713 メイクザウインド 牝3鹿 54

51 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 490＋ 8 〃 クビ 90．2
815 ソプラノナイト 牝3芦 54 菱田 裕二 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 468＋ 81：14．0クビ 66．0�
46 モンテラパン 牡3青 56

54 △小沢 大仁村上 憲政氏 池添 兼雄 日高 OK Ranch 462＋181：14．42� 363．6�
23 アカポネタテソーロ 牝3鹿 54 荻野 極了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 日高 リョーケンファー
ム株式会社 436－ 4 〃 アタマ 57．2�

47 ワンダースナイプ 牡3鹿 56 斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 秋場牧場 446 ―1：14．5� 135．5�
610 コルドンミノル 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 笹島 政信 508－ 61：31．8大差 74．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，730，500円 複勝： 34，968，800円 枠連： 8，396，900円
馬連： 33，306，600円 馬単： 16，917，000円 ワイド： 34，577，800円
3連複： 54，710，500円 3連単： 61，430，800円 計： 267，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 620円 � 200円 枠 連（2－6） 3，230円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 480円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 33，530円

票 数

単勝票数 計 227305 的中 � 57041（2番人気）
複勝票数 計 349688 的中 � 81016（2番人気）� 10403（7番人気）� 45848（3番人気）
枠連票数 計 83969 的中 （2－6） 2009（11番人気）
馬連票数 計 333066 的中 �� 5853（13番人気）
馬単票数 計 169170 的中 �� 2026（19番人気）
ワイド票数 計 345778 的中 �� 6758（12番人気）�� 20261（5番人気）�� 2485（25番人気）
3連複票数 計 547105 的中 ��� 5005（25番人気）
3連単票数 計 614308 的中 ��� 1328（94番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．6―12．6―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．6―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 15（2，3，11）（4，12）（1，8）（6，9）（5，7）14－13＝10 4 15（2，3，11）（4，12）（1，8）（7，6）9（5，14）－13＝10

勝馬の
紹 介

クランシリーニー �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2022．1．5 中京9着

2019．3．7生 牝3鹿 母 ビクトリーチャンス 母母 キタサンバースデー 6戦1勝 賞金 8，580，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルドンミノル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月28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 オウケンミッキー号・ダノンブルズアイ号・チョウザメノコ号

12076 5月28日 小雨 稍重 （4新潟1） 第7日 第4競走 ��2，890�障害4歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：05．5良

34 シャイニーゲール 牡8鹿 60
57 ▲小牧加矢太小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 476＋ 43：10．6 6．7�

712 キ ー パ ン チ 牡5鹿 60 田村 太雅北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468± 03：10．7� 21．6�
69 テイエムクロムシャ 牡6青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 492－ 23：10．91� 7．6�
711 マ リ オ 牡7鹿 60 森 一馬サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 506－10 〃 クビ 2．6�
610 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 83：11．0クビ 4．9�
33 ノーザンクリス 牡7芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 526± 0 〃 � 33．3�
57 ショウナンサルヴォ 牡4栗 59 白浜 雄造国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 512＋ 83：11．1クビ 26．8	
22 アレデラヴァン 	4鹿 59 石神 深一塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 522＋ 2 〃 クビ 17．3

45 テイエムコンドル 牡11鹿 60 蓑島 靖典竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 23：11．3
 33．1�
46 フィードバック 	6黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 496＋103：12．36 30．2
58 ポートロイヤル 	6黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470＋ 23：12．4クビ 26．2�
814 モ ー ガ ン 牡4栗 59 平沢 健治林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 470＋ 23：12．82� 17．7�
813 グローリーグローリ 牡7黒鹿60 小野寺祐太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 506± 03：13．54 19．3�
11 � ショベルヘッド 	4鹿 59 上野 翔長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Siena

Farms LLC B468± 0 〃 アタマ 54．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，429，600円 複勝： 28，461，500円 枠連： 9，232，100円
馬連： 32，600，900円 馬単： 15，112，800円 ワイド： 34，369，000円
3連複： 64，992，500円 3連単： 62，904，600円 計： 269，103，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 470円 � 230円 枠 連（3－7） 830円

馬 連 �� 15，030円 馬 単 �� 24，800円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 1，440円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 23，810円 3 連 単 ��� 149，520円

票 数

単勝票数 計 214296 的中 � 25476（3番人気）
複勝票数 計 284615 的中 � 38493（3番人気）� 13327（7番人気）� 34242（4番人気）
枠連票数 計 92321 的中 （3－7） 8614（3番人気）
馬連票数 計 326009 的中 �� 1681（50番人気）
馬単票数 計 151128 的中 �� 457（88番人気）
ワイド票数 計 343690 的中 �� 2264（47番人気）�� 6244（13番人気）�� 5140（19番人気）
3連複票数 計 649925 的中 ��� 2047（84番人気）
3連単票数 計 629046 的中 ��� 305（506番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．3－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーゲール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．2．14生 牡8鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 障害：6戦2勝 賞金 30，790，000円

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 5日第 7競走）
〔その他〕　　ベルヴュードライヴ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



12077 5月28日 曇 稍重 （4新潟1） 第7日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

612 ミクソロジー 牡3栗 56 西村 淳也江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 430＋ 21：48．6 2．3�
47 メイショウブレゲ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456－ 41：48．7� 5．0�
23 マイネルグローリエ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 502＋121：48．91� 23．5�
714 マテンロウサニー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 444＋ 41：49．22 14．8�
59 バクシンフォワード 牡3鹿 56

54 △角田 大和杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 462－ 61：49．41 24．9�
35 ヤマニンエピュレ 牝3黒鹿54 黛 弘人土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 436－ 4 〃 クビ 208．6	
48 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 B458－101：49．92� 19．0

36 キョウエイディーズ 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 430± 0 〃 クビ 108．9�
510 ポップコーントーン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 61：50．21� 188．2
815 フォレスクライト 牡3青鹿56 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 61：50．41� 4．2�
713 ミヤコプレジール 牡3栗 56 丸山 元気吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 526－201：50．5� 9．9�
24 クリノツッチャン 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 470± 01：50．71� 129．9�
11 アーブルチム 牝3青鹿54 斎藤 新福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 460± 01：51．02 28．0�
611 モズジャストミート 牡3黒鹿 56

54 △松本 大輝 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 恵比寿牧場 504－ 81：51．42� 94．4�
816 ワ イ タ 牡3栗 56 菊沢 一樹田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 B490－ 41：52．99 204．9�
12 ヨドノフローラ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 406－ 21：54．07 265．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，309，800円 複勝： 39，582，200円 枠連： 9，660，000円
馬連： 39，270，900円 馬単： 19，882，800円 ワイド： 43，934，400円
3連複： 65，777，700円 3連単： 73，214，800円 計： 321，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 410円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，050円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 10，890円

票 数

単勝票数 計 303098 的中 � 104913（1番人気）
複勝票数 計 395822 的中 � 125848（1番人気）� 59839（3番人気）� 15447（8番人気）
枠連票数 計 96600 的中 （4－6） 17235（1番人気）
馬連票数 計 392709 的中 �� 64482（1番人気）
馬単票数 計 198828 的中 �� 18314（1番人気）
ワイド票数 計 439344 的中 �� 53021（1番人気）�� 9792（13番人気）�� 6685（21番人気）
3連複票数 計 657777 的中 ��� 16404（10番人気）
3連単票数 計 732148 的中 ��� 4873（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―12．4―12．9―11．9―11．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．0―47．2―59．6―1：12．5―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4F49．0―3F36．1
3 ・（2，5）13（1，10）（11，14）3，12（4，7，8）15（6，9）16 4 ・（2，5）13（1，10）（11，14）（3，12）（4，7，8）（6，15）9，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミクソロジー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．10．16 阪神5着

2019．5．4生 牡3栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ 4戦1勝 賞金 8，780，000円
〔制裁〕 マテンロウサニー号の騎手柴山雄一は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨドノフローラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28日まで平地競走

に出走できない。
ワイタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月28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〕 ワイタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走できない。

12078 5月28日 晴 重 （4新潟1） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

712 タイキスパルタン 牡3芦 56 菱田 裕二�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 508－ 81：56．6 2．0�

57 バイタルエリア 牡3黒鹿56 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 加野牧場 522－ 41：56．81� 67．0�

58 � スエトニウス 牡3栗 56
54 ◇藤田菜七子 �社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-

poration 460－ 61：57．0� 3．3�
11 パワーエンブレム 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B500＋ 4 〃 アタマ 17．2�
69 タイセイマイスター 牡3栗 56 西村 淳也田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村上牧場 488－ 41：57．1クビ 5．9	
45 ラインオンザトップ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 444－ 21：57．73� 48．1

610 シャンパンドバイ 牡3鹿 56 丹内 祐次福盛 訓之氏 高橋 義忠 浦河 丸村村下

ファーム 484－ 21：58．12 7．6�
33 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56 勝浦 正樹浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B478＋ 4 〃 クビ 93．0�
711 オレノマサムネ 	3鹿 56 津村 明秀諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B510－ 81：58．42 196．1
814 ヒーローシャガーラ 牡3鹿 56

53 ▲土田 真翔中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 526－ 21：59．03� 498．3�
34 パーフェクトボディ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈山下 良子氏 橋田 満 新ひだか 福岡 駿弥 470－102：00．49 44．9�
46 スリージャスティス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介福田 光博氏 青木 孝文 日高 鹿戸 和幸 470－122：00．71� 95．3�
813 ピットリミッツ 牡3鹿 56

54 △角田 大和飯田 貴大氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 22：01．12� 305．2�
22 ブランデウェイン 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人�ミルファーム 伊坂 重信 平取 びらとり牧場 472－ 62：13．0大差 37．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，418，100円 複勝： 28，240，100円 枠連： 7，445，600円
馬連： 29，947，900円 馬単： 17，120，800円 ワイド： 31，867，900円
3連複： 49，146，100円 3連単： 67，078，900円 計： 255，265，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 760円 � 140円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 210円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 244181 的中 � 93303（1番人気）
複勝票数 計 282401 的中 � 91332（1番人気）� 5091（9番人気）� 54864（2番人気）
枠連票数 計 74456 的中 （5－7） 16734（1番人気）
馬連票数 計 299479 的中 �� 6638（9番人気）
馬単票数 計 171208 的中 �� 2219（17番人気）
ワイド票数 計 318679 的中 �� 6308（11番人気）�� 50155（1番人気）�� 4097（19番人気）
3連複票数 計 491461 的中 ��� 15028（7番人気）
3連単票数 計 670789 的中 ��� 3453（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．6―13．3―12．5―12．5―12．9―13．7―14．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．0―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．3
1
3
8，12（9，10）（7，13）6－1（3，11）（2，14）－5－4・（8，12）（9，10）－7－1（6，13）（3，11）（5，14，4）＝2

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

勝馬の
紹 介

タイキスパルタン �
�
父 ザファクター �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．10．30 阪神3着

2019．2．28生 牡3芦 母 スノーサミット 母母 スノーフレークⅡ 5戦1勝 賞金 10，640，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブランデウェイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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〕 オレノマサムネ号・パーフェクトボディ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで

平地競走に出走できない。



12079 5月28日 晴 良 （4新潟1） 第7日 第7競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

24 タ イ ゲ ン 牡3栗 56
54 ◇藤田菜七子丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 41：35．3 6．4�

48 オーダーナチュラル 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 21：35．4� 5．2�
815� エ ク セ ト ラ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle
Club Team 490－ 81：35．61� 6．2�

47 タガノタンゴ 牡3栗 56
54 △小沢 大仁八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434± 0 〃 ハナ 4．6�
35 フクチャンクイーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426－ 21：36．34 40．4�
59 スクリーンアピール 牝3鹿 54 長岡 禎仁 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442－ 41：36．51 38．8	
612 テーオーコンドル �3青鹿56 	島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 31．7

510 サクセスソング 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 440＋ 61：36．71� 83．7�
713 ヴ ァ リ ッ ド 牝3黒鹿54 西村 淳也金山 政信氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 424＋ 21：36．8
 33．8�
23 ホープインザダーク 牡3鹿 56 荻野 極 DMMドリームクラブ 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム 518＋ 21：37．01 6．7�
714 ラ ブ レ ボ 牝3栗 54 津村 明秀伊藤 功一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 52．6�
11 エスクルシオーネ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 394± 0 〃 アタマ 184．8�
611 ゴッドハニービー 牝3黒鹿 54

52 △角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 442＋ 81：37．21� 83．8�
816 ア イ レ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 472－ 41：37．83
 7．0�
12 ジュマピリクー 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈幅田 昌伸氏 辻野 泰之 平取 川向高橋育
成牧場 442＋101：37．9
 15．2�

36 ク ラ ン プ 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人 ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 418＋ 61：38．21� 59．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，471，600円 複勝： 42，686，800円 枠連： 11，457，900円
馬連： 39，471，100円 馬単： 16，612，800円 ワイド： 43，428，400円
3連複： 67，579，400円 3連単： 66，714，200円 計： 318，422，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 190円 � 190円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 910円 �� 870円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 22，790円

票 数

単勝票数 計 304716 的中 � 38070（4番人気）
複勝票数 計 426868 的中 � 47722（4番人気）� 59586（2番人気）� 59404（3番人気）
枠連票数 計 114579 的中 （2－4） 16672（1番人気）
馬連票数 計 394711 的中 �� 13372（8番人気）
馬単票数 計 166128 的中 �� 3128（11番人気）
ワイド票数 計 434284 的中 �� 12097（8番人気）�� 12714（7番人気）�� 19142（3番人気）
3連複票数 計 675794 的中 ��� 12703（4番人気）
3連単票数 計 667142 的中 ��� 2122（33番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．8―12．2―12．0―11．8―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．5
3 2，7（4，6，16）9，11（3，12）（13，15）（5，10）－（14，8）－1 4 2，7（4，16）（6，9，11）（3，12）（13，15）－（5，10）（14，8）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タ イ ゲ ン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．2 中京9着

2019．3．10生 牡3栗 母 ベッライリス 母母 ベッラレイア 6戦1勝 賞金 8，600，000円

12080 5月28日 晴 稍重 （4新潟1） 第7日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

56 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿 57
55 △角田 大和安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 484－ 21：12．3 6．2�

812� ソナトリーチェ 牝4鹿 55 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：12．4クビ 2．7�
45 ヤマカツパトリシア 牝5青 55

53 △小沢 大仁山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 456－ 8 〃 アタマ 4．2�
813� アスクドンキバック 牡4栗 57

54 ▲原 優介廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 456± 01：12．61� 7．8�
69 マイネルアミスター 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人 �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 498＋ 61：12．7� 27．0�
33 アジアノジュンシン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 470± 01：12．8� 9．6	
68 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 21：12．9クビ 50．0

22 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 武藤 雅 �YGGホースクラブ 西田雄一郎 日高 ヤナガワ牧場 500＋10 〃 ハナ 14．8�
711 ロ ジ ロ ー ズ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 64．9�
57 ダ ミ ア ン 牡4栗 57 斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 B502± 0 〃 ハナ 34．1
710 ジュンダイハード 牝4芦 55

54 ☆泉谷 楓真河合 純二氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 452－ 21：13．53� 138．8�
11 � ラブキーセキ 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ増田 陽一氏 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 402－ 61：14．03 126．9�
44 � エコロブラスト 牡4鹿 57

55 △松本 大輝原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ
ファーム B506＋ 21：14．1� 13．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，988，700円 複勝： 35，132，500円 枠連： 8，895，800円
馬連： 38，218，100円 馬単： 18，907，500円 ワイド： 38，540，200円
3連複： 58，487，200円 3連単： 73，427，100円 計： 299，597，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 330円 �� 520円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 279887 的中 � 36062（3番人気）
複勝票数 計 351325 的中 � 51124（3番人気）� 86164（1番人気）� 55619（2番人気）
枠連票数 計 88958 的中 （5－8） 11750（2番人気）
馬連票数 計 382181 的中 �� 37065（2番人気）
馬単票数 計 189075 的中 �� 5886（6番人気）
ワイド票数 計 385402 的中 �� 30621（2番人気）�� 17614（5番人気）�� 32705（1番人気）
3連複票数 計 584872 的中 ��� 32122（1番人気）
3連単票数 計 734271 的中 ��� 5178（16番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．4―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 ・（3，9）（4，12）（5，10）11，7（1，6）（2，8，13） 4 ・（3，9）12（4，5）（10，11）（1，7，6）（2，8，13）

勝馬の
紹 介

ベ ラ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．1．19 小倉8着

2017．3．24生 牡5黒鹿 母 ル リ ビ タ キ 母母 エリンバード 17戦2勝 賞金 25，360，000円



12081 5月28日 晴 良 （4新潟1） 第7日 第9競走 ��
��1，200�ゆ き つ ば き 賞

発走14時15分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

816 グランアリエル 牡3鹿 56 角田 大和布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 474± 01：09．2 8．7�
815 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：09．41� 9．0�
612 ブランデーロック 牡3栗 56 原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466± 01：09．5� 6．1�
24 ア ラ ク レ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：09．6クビ 29．9�
47 シナモンスティック 牝3芦 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 ハナ 9．3	
36 ア リ シ ア ン 牝3鹿 54 菱田 裕二広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 496＋ 41：09．81	 4．3

23 アイムファイン 牝3鹿 54 藤田菜七子�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 402＋ 4 〃 ハナ 98．0�
59 
 デヴィルズマーブル 牡3鹿 56 川須 栄彦ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 476－ 41：09．9クビ 5．5�
713 ゼロドラゴン 牝3黒鹿54 津村 明秀�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 440＋ 61：10．21� 9．8
611 イチゴキネンビ 牡3鹿 56 今村 聖奈合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 456－ 21：10．3	 46．3�
714 タムロキュラムン 牝3鹿 54 泉谷 楓真谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 450－ 21：10．4	 50．6�
11 ローズブルーム 牝3栗 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 B446－ 41：10．61	 45．8�
510 ヴァーチュアス 牡3栗 56 小沢 大仁 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 472± 01：10．7クビ 41．2�
35 ロープスピニング 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 420－16 〃 クビ 78．2�
12 シーズアクイーン 牝3鹿 54 横山 琉人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 426± 01：10．9� 279．0�
48 タカラマドンナ 牝3黒鹿54 川又 賢治佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B446－ 81：11．22 10．4�
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売 得 金
単勝： 37，117，500円 複勝： 50，998，400円 枠連： 12，528，600円
馬連： 56，864，400円 馬単： 21，983，700円 ワイド： 52，311，300円
3連複： 92，060，500円 3連単： 93，567，200円 計： 417，431，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 360円 � 190円 枠 連（8－8） 4，170円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 760円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 37，450円

票 数

単勝票数 計 371175 的中 � 34072（4番人気）
複勝票数 計 509984 的中 � 37060（6番人気）� 33424（7番人気）� 83671（1番人気）
枠連票数 計 125286 的中 （8－8） 2323（17番人気）
馬連票数 計 568644 的中 �� 10344（19番人気）
馬単票数 計 219837 的中 �� 1707（45番人気）
ワイド票数 計 523113 的中 �� 8375（20番人気）�� 18150（4番人気）�� 10095（18番人気）
3連複票数 計 920605 的中 ��� 10137（17番人気）
3連単票数 計 935672 的中 ��� 1811（99番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．4―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．3
3 16，15（5，7，8）10（4，3）（13，14）（1，9）12（2，6，11） 4 16－（15，7）5（4，8）10（1，3，13）（9，14）（2，6）（12，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランアリエル �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2021．12．12 中山4着

2019．4．9生 牡3鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 5戦2勝 賞金 17，491，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 サンダビューク号・デフィデリ号・テーオースパロー号

12082 5月28日 晴 良 （4新潟1） 第7日 第10競走 ��2，400�
あ ら か わ き ょ う

荒 川 峡 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．4
2：20．6

良
良

46 サンデージャック 牡4青鹿57 勝浦 正樹エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482－ 22：28．9 10．4�
813� サンデイビス 牡4芦 57 丸山 元気 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 500－ 82：29．0クビ 11．9�
712 フランコイメル 牡4黒鹿57 津村 明秀ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 524＋ 42：29．1� 2．6�
22 � サ ジ ェ ス 牡4鹿 57 亀田 温心清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 438－ 42：29．31� 9．6�
57 � スカイテラス 牡5黒鹿57 横山 琉人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B494＋ 22：29．4アタマ 9．7	
610 パーディシャー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 440－ 82：29．61� 6．9

711 ラピスデラビオス 牝4鹿 55 松本 大輝名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 424＋ 22：29．91� 83．3�
814 ヒルノアントラ 	5青鹿57 柴山 雄一�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B460－ 62：30．0� 7．5�
69 トーセンクライマー 牡4芦 57 丹内 祐次島川 哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B464＋ 42：30．11
 33．7�
11 � スワーヴジョーダン 	4栗 57 斎藤 新�NICKS 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444± 02：30．2� 65．4�
58 サツキハピネス 牝4黒鹿55 角田 大和小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 448－ 42：30．3� 9．7�
45 ミスカイウラニ 牝4鹿 55 藤田菜七子諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B452＋122：30．51� 67．5�
34 � レッドレジェーラ 	4黒鹿57 荻野 極 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 42：30．6� 40．4�
33 � タ イ ガ 牡5黒鹿57 原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 502＋ 22：33．1大差 86．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，772，700円 複勝： 54，190，700円 枠連： 15，791，600円
馬連： 62，217，200円 馬単： 26，569，100円 ワイド： 56，764，800円
3連複： 101，322，400円 3連単： 109，972，200円 計： 464，600，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 220円 � 340円 � 140円 枠 連（4－8） 2，570円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 740円 �� 880円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 47，400円

票 数

単勝票数 計 377727 的中 � 29002（7番人気）
複勝票数 計 541907 的中 � 58916（3番人気）� 31821（8番人気）� 133032（1番人気）
枠連票数 計 157916 的中 （4－8） 4748（11番人気）
馬連票数 計 622172 的中 �� 9021（27番人気）
馬単票数 計 265691 的中 �� 2182（42番人気）
ワイド票数 計 567648 的中 �� 8925（23番人気）�� 20200（6番人気）�� 16675（7番人気）
3連複票数 計1013224 的中 ��� 11700（19番人気）
3連単票数 計1099722 的中 ��� 1682（155番人気）

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

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―24．3―36．1―48．4―1：01．5―1：14．9―1：27．5―1：39．6―1：52．0―2：03．7―2：16．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデージャック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2020．7．5 阪神8着

2018．4．16生 牡4青鹿 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 16戦2勝 賞金 25，366，000円



12083 5月28日 晴 稍重 （4新潟1） 第7日 第11競走 ��1，800�
ご せ ん

五 泉 特 別
発走15時25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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

811 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 506± 01：52．2 2．4�

56 モ サ 牡6鹿 57 角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500± 01：53．47 108．0�

55 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 498＋ 21：53．5クビ 8．3�
710� コスモセイリュウ 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 498－ 21：53．81� 7．8�
11 テンウォークライ 牡4栗 57 丸山 元気天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 474＋ 41：54．11� 16．7	
812� ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57 横山 琉人中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 452± 01：54．2� 47．2

33 トーアシオン 	6栗 57 亀田 温心高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 490＋ 6 〃 アタマ 4．1�
44 タガノチュール 牡4栗 57 原 優介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 21：54．62
 25．6�
67 ブリッツェンシチー 	6鹿 57 菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B520－ 61：54．7� 74．5
79 マイネルタイムリー 牡4青鹿57 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B490＋ 21：55．23 25．3�
22 フォギーデイ 牝5青鹿55 秋山 稔樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：55．94 121．8�
68 コンソレーション 牡4青 57 武藤 雅伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 （競走中止） 6．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，850，200円 複勝： 64，341，800円 枠連： 23，356，800円
馬連： 136，512，400円 馬単： 53，526，200円 ワイド： 98，941，200円
3連複： 198，435，400円 3連単： 245，375，100円 計： 881，339，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 1，820円 � 280円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 17，200円 馬 単 �� 23，160円

ワ イ ド �� 4，580円 �� 560円 �� 7，830円

3 連 複 ��� 28，100円 3 連 単 ��� 171，540円

票 数

単勝票数 計 608502 的中 � 198131（1番人気）
複勝票数 計 643418 的中 � 162901（1番人気）� 6400（12番人気）� 55604（5番人気）
枠連票数 計 233568 的中 （5－8） 14493（6番人気）
馬連票数 計1365124 的中 �� 6149（34番人気）
馬単票数 計 535262 的中 �� 1733（61番人気）
ワイド票数 計 989412 的中 �� 5342（34番人気）�� 49727（5番人気）�� 3100（48番人気）
3連複票数 計1984354 的中 ��� 5295（74番人気）
3連単票数 計2453751 的中 ��� 1037（416番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．1―12．6―12．0―12．3―12．5―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．1―49．7―1：01．7―1：14．0―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクロンヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．12．15 中山6着

2017．3．4生 牡5鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 23戦3勝 賞金 34，947，000円
〔競走中止〕 コンソレーション号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

12084 5月28日 晴 良 （4新潟1） 第7日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

23 ジャストザビアンカ 牝4青鹿55 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 460± 01：09．4 11．6�
59 ロードラスター 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B498－10 〃 ハナ 16．5�
35 � ベ ン ガ ン 牡5芦 57

56 ☆泉谷 楓真小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 458－ 21：09．5� 4．6�
47 サンエルセントロ 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 シンボリ牧場 466＋ 81：09．71 10．3�
24 ノックトゥワイス �4栗 57 津村 明秀飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 81：09．8	 43．4�
714 ブラックハート 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介	髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 420± 0 〃 アタマ 26．8

816� リーゼントフラム 牡5鹿 57 勝浦 正樹三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋ 4 〃 クビ 10．9�
510 アルムファーツリー 牝4黒鹿 55

53 △松本 大輝﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454－121：09．9� 9．1�

611� ホウオウエンジェル 牝5鹿 55
53 △小沢 大仁小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：10．0� 9．6

12 ルルルージュ 牝4鹿 55 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 476＋ 61：10．1� 7．8�
48 コスモサンレミ 牝4鹿 55 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 454－121：10．2� 42．6�
815 タツリュウオー 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心	しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 456± 0 〃 クビ 23．3�
612 テイエムエメラルド 牝4黒鹿55 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 452± 01：11．05 4．5�
36 ニシノエルサ 牝4芦 55 黛 弘人西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 450－ 81：11．21
 242．6�
713� シュルシャガナ 牡5芦 57 荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 ディアレスト

クラブ 448± 01：11．62� 161．5�
11 � ルーナセレナータ 牝6黒鹿 55

51 ★永島まなみ吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 440＋ 41：11．81
 158．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，784，800円 複勝： 76，259，600円 枠連： 21，470，400円
馬連： 95，271，800円 馬単： 35，757，500円 ワイド： 90，063，700円
3連複： 157，872，200円 3連単： 161，734，100円 計： 690，214，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 330円 � 480円 � 200円 枠 連（2－5） 2，660円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 13，570円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 750円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 77，040円

票 数

単勝票数 計 517848 的中 � 35675（8番人気）
複勝票数 計 762596 的中 � 56737（6番人気）� 36238（9番人気）� 120062（1番人気）
枠連票数 計 214704 的中 （2－5） 6239（15番人気）
馬連票数 計 952718 的中 �� 10148（32番人気）
馬単票数 計 357575 的中 �� 1975（61番人気）
ワイド票数 計 900637 的中 �� 8818（36番人気）�� 32227（2番人気）�� 15917（17番人気）
3連複票数 計1578722 的中 ��� 10327（37番人気）
3連単票数 計1617341 的中 ��� 1522（262番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．2―11．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 9，13（8，11）（3，16）7，4（5，10，12）（1，15）14，2，6 4 9－（8，13）（3，11，16）7（5，4）（10，12）（14，15）1，2，6

勝馬の
紹 介

ジャストザビアンカ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．17 新潟3着

2018．2．25生 牝4青鹿 母 ジャストザハピネス 母母 エレガントトーク 14戦2勝 賞金 18，800，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アランチオーネ号



（4新潟1）第7日 5月28日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

188，190，000円
4，320，000円
19，590，000円
1，460，000円
23，760，000円
75，716，000円
6，464，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
384，175，300円
513，840，000円
144，495，600円
627，734，700円
273，860，100円
589，669，900円
1，028，615，400円
1，131，262，000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 4，693，653，000円

総入場人員 6，837名 （有料入場人員 5，712名）
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