
22085 9月5日 曇 良 （3新潟4） 第8日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走10時10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
1：08．7
1：07．5

良
良

48 ド リ ッ プ 牡2黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌田中牧場 458＋ 81：10．7 25．2�

59 ディージェーサン 牝2黒鹿54 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 406＋ 21：10．8� 6．8�
816 レッツリブオン 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 436＋ 81：10．9� 4．3�
714 コスモプルエバ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 4 〃 ハナ 3．2�
36 カ リ ュ ウ 牝2鹿 54 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 416－ 41：11．11� 22．7�
817 スズシナーラ 牝2黒鹿54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 日高 野島牧場 448＋ 21：11．31� 5．8	
713 ショウナンナウシカ 牝2鹿 54 岩田 望来国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 456＋ 41：11．4� 36．4

35 メロンチャン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 466＋ 61：11．72 117．7�
12 ス タ ロ ー ン 牡2鹿 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：11．8クビ 7．2�
815 グレースミューズ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 426－ 41：12．01� 214．4
612 ペイシャガルボ 牡2青鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 472± 0 〃 ハナ 333．7�
47 セイグッドバイ 牝2鹿 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 480－ 41：12．1� 31．9�
611 ジュパンスアトワ 牝2鹿 54 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 筒井 征文 436＋ 21：12．3� 82．0�
510 パ ナ シ ュ 牡2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 中野 栄治 浦河 富塚ファーム 406± 01：13．04 393．8�
24 アストラガルス 牡2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 446± 01：13．42� 74．3�
11 ダブルムーン 牡2鹿 54

51 ▲原 優介 Him Rock Racing
ホールディングス� 上原 博之 新冠 株式会社

安達牧場 432＋ 21：13．82� 312．0�
23 ブルーアンドグレイ 牡2青鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか キヨタケ牧場 434－ 4 （競走中止） 489．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，322，700円 複勝： 57，874，600円 枠連： 16，716，700円
馬連： 72，313，300円 馬単： 29，752，900円 ワイド： 64，012，600円
3連複： 117，458，300円 3連単： 116，037，800円 計： 514，488，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 500円 � 190円 � 160円 枠 連（4－5） 2，750円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 12，320円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，400円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 58，420円

票 数

単勝票数 計 403227 的中 � 13513（7番人気）
複勝票数 計 578746 的中 � 22667（7番人気）� 83773（3番人気）� 112517（2番人気）
枠連票数 計 167167 的中 （4－5） 4708（12番人気）
馬連票数 計 723133 的中 �� 12140（16番人気）
馬単票数 計 297529 的中 �� 1810（39番人気）
ワイド票数 計 640126 的中 �� 12240（16番人気）�� 11281（18番人気）�� 37916（3番人気）
3連複票数 計1174583 的中 ��� 16835（18番人気）
3連単票数 計1160378 的中 ��� 1440（187番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―46．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．8
3 8，6（5，9）（10，14）（7，16）（4，13）17（2，11）（1，12，15）＝3 4 8－6（5，9）14（10，16）7（13，17）4（2，11）15（1，12）＝3

勝馬の
紹 介

ド リ ッ プ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2021．8．21 新潟3着

2019．4．1生 牡2黒鹿 母 マイネノーブレス 母母 アドマイヤジェンヌ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走状況〕 ダブルムーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ブルーアンドグレイ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ダブルムーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダブルムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月5日まで平地競走

に出走できない。

22086 9月5日 曇 良 （3新潟4） 第8日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時45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
2：01．3
1：58．9

良
良

11 タミオスター 牡2青鹿54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 浦河 鎌田 正嗣 484－ 22：03．1 15．7�

77 エルゲルージ 牡2鹿 54 池添 謙一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 488－ 42：03．84 6．3�
78 モネータドーロ 牡2栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 22：04．11� 3．8�
89 コスモフロイデ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 450＋ 6 〃 クビ 19．3�
55 ミナモトフェイス 牝2黒鹿54 岩田 望来 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 42：04．2クビ 2．2	
810 ヴァンシャンテ 牝2青鹿54 菅原 明良河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 412－ 2 〃 クビ 5．2

22 パラチェーン 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 436± 02：05．47 203．5�
44 コスモサルム 牡2栗 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：05．93 83．0�
66 ディアブレリー 牡2芦 54 宮崎 北斗 �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 478± 02：06．0� 159．8
33 セザムウーヴルトワ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448＋ 42：07．17 344．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，673，800円 複勝： 48，210，500円 枠連： 9，965，400円
馬連： 55，413，600円 馬単： 30，190，300円 ワイド： 44，824，600円
3連複： 76，790，400円 3連単： 125，910，100円 計： 434，978，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 320円 � 210円 � 150円 枠 連（1－7） 1，630円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 8，550円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 690円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 31，940円

票 数

単勝票数 計 436738 的中 � 23555（5番人気）
複勝票数 計 482105 的中 � 31473（5番人気）� 58018（4番人気）� 104748（2番人気）
枠連票数 計 99654 的中 （1－7） 4721（6番人気）
馬連票数 計 554136 的中 �� 11855（13番人気）
馬単票数 計 301903 的中 �� 2647（27番人気）
ワイド票数 計 448246 的中 �� 9911（14番人気）�� 16059（10番人気）�� 39853（4番人気）
3連複票数 計 767904 的中 ��� 15385（13番人気）
3連単票数 計1259101 的中 ��� 2858（97番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．1―12．8―12．3―12．5―12．9―12．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―36．6―49．4―1：01．7―1：14．2―1：27．1―1：39．4―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．0
1
3
・（3，10）（4，7）（9，5）（1，8）2－6・（3，10）（4，7）（9，5）（1，8）（6，2）

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

勝馬の
紹 介

タミオスター �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2021．8．1 新潟6着

2019．5．12生 牡2青鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第４回 新潟競馬 第８日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



22087 9月5日 曇 稍重 （3新潟4） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11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
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 テイエムアトム 牡3栃栗56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B520± 01：53．5 2．0�
58 ア シ ュ ラ ム 牡3鹿 56 津村 明秀�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム 518－ 21：53．6� 7．2�
59 セバスチャン �3鹿 56

53 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 456± 01：54．34 7．8�
611 エアセイラン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム 480－ 21：54．4� 14．7�
610 アスマスティーブ �3鹿 56 宮崎 北斗湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 450± 01：54．61� 21．5�
713 アウトストラーダ 牡3鹿 56 石川裕紀人 	シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．81 8．0

22 アベレージマーク 牝3栗 54 野中悠太郎金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 81：54．9� 31．6�
11 デュークアックス 牡3黒鹿56 菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 474－ 21：55．53� 13．4�
34 ジェイエルスマイル 牡3鹿 56 木幡 巧也橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 526＋ 41：56．98 310．5
46 コーヒーソフト 牝3青鹿54 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B428＋ 4 〃 クビ 33．4�
814 エコロアジェンダ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵原村 正紀氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 466＋151：57．32� 92．6�
23 デルマフゲン 牝3栗 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B474＋ 2 〃 クビ 14．6�
47 マテラドリム 牡3黒鹿56 木幡 初也大野 照旺氏 宗像 義忠 新ひだか 村上牧場 502＋141：58．68 294．4�
712 ヤマニンエステル 牡3青鹿56 武藤 雅土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B484＋ 62：00．6大差 37．8�
815 タカイチイチロウ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド B454 ―2：02．210 129．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，320，200円 複勝： 52，515，100円 枠連： 15，428，300円
馬連： 61，768，000円 馬単： 26，547，700円 ワイド： 58，696，800円
3連複： 99，693，900円 3連単： 101，606，500円 計： 454，576，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 200円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 300円 �� 330円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 383202 的中 � 150581（1番人気）
複勝票数 計 525151 的中 � 157237（1番人気）� 64049（2番人気）� 54597（4番人気）
枠連票数 計 154283 的中 （3－5） 30952（1番人気）
馬連票数 計 617680 的中 �� 63027（1番人気）
馬単票数 計 265477 的中 �� 18411（1番人気）
ワイド票数 計 586968 的中 �� 52022（1番人気）�� 46052（2番人気）�� 22887（7番人気）
3連複票数 計 996939 的中 ��� 47441（1番人気）
3連単票数 計1016065 的中 ��� 13539（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．9―12．8―12．8―13．0―13．5―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．3―48．1―1：00．9―1：13．9―1：27．4―1：40．3

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムアトム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．18生 牡3栃栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 7戦1勝 賞金 10，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンエステル号・タカイチイチロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

10月5日まで平地競走に出走できない。
マテラドリム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月5日まで平地競走に
出走できない。

22088 9月5日 曇 良 （3新潟4） 第8日 第4競走 2，200�3歳未勝利
発走11時45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
2：10．8
2：09．7

良
良

35 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 M．デムーロ和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 456± 02：14．3 8．8�
612 マイネルグロン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496± 02：14．62 15．6�
36 ブルーローズシップ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 460＋ 62：15．02� 8．8�
47 レキオノユメ 牡3黒鹿56 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 492＋ 62：15．1クビ 7．0�
818 シングマイハート 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442＋ 2 〃 ハナ 8．5	
816 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 4 〃 クビ 11．9

611 リエヴェメンテ 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470± 02：15．2� 52．4�
713 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 454＋ 82：15．3クビ 12．9�
510 シャイニングパール 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 426－ 2 〃 クビ 53．7
59 エ シ カ ル 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498－ 22：15．51� 4．6�
714 ケ ル ト 牡3栗 56 岩田 望来小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：15．6� 22．3�
48 ハイドアンドシーク 牡3黒鹿56 武藤 雅�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 土居牧場 536± 02：16．02� 90．4�
715 タカラネイビー 牡3青鹿 56

53 ▲永野 猛蔵村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 468－ 42：16．31� 5．6�
12 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 282．7�
817 リュンヌドネージュ 牡3芦 56 野中悠太郎髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B478± 02：17．15 246．2�
24 オーケーパッション 牝3鹿 54 木幡 巧也小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 466－ 22：17．73� 24．3�
23 フローラルドリーム 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗髙橋 正雄氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：20．3大差 239．8�
11 パウンシングプーマ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430－ 42：20．62 331．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，295，800円 複勝： 69，946，500円 枠連： 19，627，500円
馬連： 73，043，000円 馬単： 26，110，200円 ワイド： 67，666，600円
3連複： 120，135，700円 3連単： 105，643，900円 計： 522，469，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 430円 � 280円 枠 連（3－6） 3，060円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 14，770円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，490円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 17，980円 3 連 単 ��� 109，730円

票 数

単勝票数 計 402958 的中 � 36255（6番人気）
複勝票数 計 699465 的中 � 57695（6番人気）� 40063（9番人気）� 69359（5番人気）
枠連票数 計 196275 的中 （3－6） 4957（13番人気）
馬連票数 計 730430 的中 �� 7462（35番人気）
馬単票数 計 261102 的中 �� 1325（65番人気）
ワイド票数 計 676666 的中 �� 6802（34番人気）�� 11870（20番人気）�� 8640（29番人気）
3連複票数 計1201357 的中 ��� 5010（70番人気）
3連単票数 計1056439 的中 ��� 698（427番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．7―13．2―12．0―12．6―12．5―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．0―34．6―47．3―1：00．5―1：12．5―1：25．1―1：37．6―1：49．6―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3

3－15，4，11，18，14（1，13）（9，17）－16（6，7）5（10，12）2－8
15（3，4，11）（14，13，18）（9，16）（7，12，10）17，5－（6，2）－8，1

2
4

3－15－4－11，18，14，13（1，9，17）－（6，16）7（5，10，12）2－8・（15，11）－（4，18，9，16）14（3，13，12，10）（7，5）17，6，2，8＝1
勝馬の
紹 介

ボーンジーニアス �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2021．2．21 東京4着

2018．2．6生 牡3鹿 母 キ ズ ナ Ⅱ 母母 Al Amlah 6戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 フローラルドリーム号の騎手小林脩斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローラルドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月5日まで平地

競走に出走できない。
パウンシングプーマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月5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〕 ハイドアンドシーク号・ウエイトジャッジ号・フローラルドリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，
令和3年11月5日まで平地競走に出走できない。



22089 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

11 トーセンシュシュ 牝2鹿 54 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 492 ―1：50．1 4．4�

66 サトノアヴァロン 牡2青鹿54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456 ―1：50．41� 1．4�
33 オンザロード 牡2鹿 54 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 506 ―1：50．61� 10．7�
44 フロスティグレイ 牡2黒鹿54 野中悠太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466 ―1：51．87 13．4	
78 ショウナンカンキ 牝2鹿 54 岩田 望来国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 B432 ― 〃 クビ 38．2

22 セッタレダスト 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 北光牧場 490 ―1：52．11� 17．3�
77 スターオブノワール 牝2芦 54 石川裕紀人光安 了氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 434 ―1：52．2� 118．2�
89 レインボーエンゼル 牝2栗 54 武士沢友治�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 474 ―1：52．41� 96．3
55 ヴェルダット 牡2鹿 54 内田 博幸八嶋 長久氏 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 496 ―1：53．25 53．1�
810 オ リ ベ 牡2鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 平取 稲原牧場 482 ―1：53．94 102．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，618，100円 複勝： 100，036，200円 枠連： 9，117，800円
馬連： 45，076，700円 馬単： 34，722，500円 ワイド： 35，550，700円
3連複： 64，888，900円 3連単： 154，667，100円 計： 490，678，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（1－6） 260円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 140円 �� 370円 �� 230円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 466181 的中 � 87379（2番人気）
複勝票数 計1000362 的中 � 83383（2番人気）� 768432（1番人気）� 41366（3番人気）
枠連票数 計 91178 的中 （1－6） 26674（1番人気）
馬連票数 計 450767 的中 �� 151728（1番人気）
馬単票数 計 347225 的中 �� 33190（3番人気）
ワイド票数 計 355507 的中 �� 82109（1番人気）�� 18747（5番人気）�� 36845（3番人気）
3連複票数 計 648889 的中 ��� 118378（1番人気）
3連単票数 計1546671 的中 ��� 44938（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．7―13．1―13．2―12．6―11．6―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．9―50．0―1：03．2―1：15．8―1：27．4―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンシュシュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．20生 牝2鹿 母 トーセンミネルバ 母母 グレースマリヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22090 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

612 カールスモーキー 牡2黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：24．0 9．5�

23 シェヴロンケリー 牝2鹿 54 岩田 望来水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 426 ―1：24．21� 7．2�
816� リアルジョージ 牡2鹿 54 菅原 明良ゴドルフィン 宮田 敬介 愛 Pat Beirne 508 ―1：24．73 3．7�
611 モ ー ル 牡2栗 54 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 478 ―1：24．91� 10．4�
12 リキノキセキ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 育也佐竹 徹氏 天間 昭一 新ひだか 漆原 武男 376 ―1：25．0� 183．8�
11 アーリオオーリオ 牝2栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 458 ― 〃 クビ 114．5	
818 レ ヴ ー ル 牝2鹿 54 M．デムーロ前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：25．2� 9．6

36 ギミーアワーズ 牡2栗 54 池添 謙一吉田 千津氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 アタマ 23．1�
35 シャインフォール 牡2鹿 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 472 ―1：25．3� 13．6�
47 � ピンクダイヤ 牡2芦 54 川田 将雅木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 444 ―1：25．5� 4．2
715 ト ッ テ ィ ー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか 田中 裕之 446 ―1：25．71� 152．1�
48 ヴェロニカマジック 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 446 ―1：25．8� 44．2�
713 サリーチャン 牝2黒鹿54 木幡 巧也栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 466 ―1：26．22� 133．3�
24 トーアスカーレット 牝2栗 54 吉田 豊高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 484 ―1：26．41� 94．4�
59 シ ー イ ン グ 牝2青鹿54 横山 武史平川 浩之氏 粕谷 昌央 新冠 森永 聡 480 ―1：27．03� 21．8�
714 ノースポール 牝2鹿 54 宮崎 北斗松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462 ―1：27．21� 237．6�
510 ヘ ン ボ ッ ケ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 栄進牧場 414 ―1：27．41� 231．8�
817 セピアムーン 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 大栄牧場 418 ―1：27．5� 139．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，903，200円 複勝： 47，249，200円 枠連： 17，550，200円
馬連： 63，223，900円 馬単： 26，678，200円 ワイド： 51，058，000円
3連複： 92，397，300円 3連単： 90，758，100円 計： 432，818，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 180円 � 150円 枠 連（2－6） 1，320円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 800円 �� 530円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計 439032 的中 � 38791（4番人気）
複勝票数 計 472492 的中 � 41226（5番人気）� 67087（3番人気）� 98553（1番人気）
枠連票数 計 175502 的中 （2－6） 10260（7番人気）
馬連票数 計 632239 的中 �� 18496（10番人気）
馬単票数 計 266782 的中 �� 3257（26番人気）
ワイド票数 計 510580 的中 �� 15695（7番人気）�� 24981（4番人気）�� 30426（2番人気）
3連複票数 計 923973 的中 ��� 24801（2番人気）
3連単票数 計 907581 的中 ��� 3016（55番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．5―12．1―12．6―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．7―46．8―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．2
3 8（17，12）（1，11）（7，18）（9，16）6（3，15）（2，5）＝（13，10）－（14，4） 4 8，12，17（1，11）（7，18，16）6（2，9，3）15，5－（13，10）－（14，4）

勝馬の
紹 介

カールスモーキー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 エンパイアメーカー 初出走

2019．2．13生 牡2黒鹿 母 ザンスカール 母母 シンメイフジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 モール号の調教師小手川準は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 イチゴキネンビ号・エンベルト号・オルコス号・カクテルグラス号・キモットフェイス号・サキホコレ号・

サーマルウインド号・シカゴフットワーク号・スナノヨウセイ号・スンヌンタイ号・セルフィナ号・
タマノフィオーレ号・ダレモトメラレナイ号・チムドンドン号・ツキニホエル号・ナックフローラ号・フリフリ号・
リゴレット号・ロードオルデン号



22091 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第7競走 1，200�3歳未勝利
発走13時35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

611 マイヨアポア 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 468＋ 41：10．6 2．8�

59 リネンデザイン 牝3栗 54 岩田 望来戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 B482＋ 61：11．45 20．4�
815 レーヴドモンド 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 422± 01：11．82 9．1�
712 ティプシーワールド 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 432± 01：12．01� 8．9�
23 ナムラトキオ 牡3青鹿56 柴田 善臣奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 464－ 2 〃 アタマ 79．1�
35 ブールタング �3青鹿56 川田 将雅	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 8 〃 ハナ 5．0

814 リーチザワールド �3鹿 56 菅原 明良 �サンデーレーシング 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－101：12．1クビ 33．4�
46 レオンベルガー 牡3栗 56 横山 武史村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 ハナ 22．1�
610 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム 476＋ 61：12．31� 39．4
713 マテラガニア 牝3黒鹿54 丸田 恭介大野 照旺氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 476± 01：12．51 15．6�
34 クレールフォルム 牝3栗 54 武藤 雅 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 91．3�
47 ルージュセリーズ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B484－ 21：12．6クビ 12．6�
58 サイレントナイト 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子大塚 亮一氏 田村 康仁 むかわ 新井牧場 492＋ 4 〃 アタマ 8．3�
11 ディアナグラン 牝3栗 54 戸崎 圭太湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490± 01：12．7� 25．5�
22 ファビュラスナイト 牡3栗 56 野中悠太郎�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 492＋ 41：14．5大差 159．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，880，100円 複勝： 77，900，800円 枠連： 20，335，100円
馬連： 86，605，600円 馬単： 33，365，000円 ワイド： 85，455，700円
3連複： 138，423，300円 3連単： 138，925，500円 計： 633，891，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 520円 � 250円 枠 連（5－6） 760円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 560円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 51，490円

票 数

単勝票数 計 528801 的中 � 148722（1番人気）
複勝票数 計 779008 的中 � 184203（1番人気）� 29689（9番人気）� 74801（5番人気）
枠連票数 計 203351 的中 （5－6） 20616（1番人気）
馬連票数 計 866056 的中 �� 18319（12番人気）
馬単票数 計 333650 的中 �� 5198（14番人気）
ワイド票数 計 854557 的中 �� 14075（20番人気）�� 42350（4番人気）�� 5632（41番人気）
3連複票数 計1384233 的中 ��� 9887（34番人気）
3連単票数 計1389255 的中 ��� 1956（157番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイヨアポア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ウインクリューガー デビュー 2020．12．5 中山3着

2018．4．3生 牝3鹿 母 エバーローズ 母母 クレバーピーチ 8戦1勝 賞金 15，500，000円

22092 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

713� パワポケプリメーロ 牡4栗 57
56 ☆木幡 育也柳原 達也氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 428－ 41：52．1 43．6�

712 ウォーロード 牡3黒鹿 54
51 ▲原 優介プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 484－ 2 〃 クビ 7．4�

815 シュルードアイズ 牡3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 512－ 2 〃 クビ 1．8�
46 リーブラテソーロ 牡3鹿 54

51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B462＋ 81：53．16 65．6�

23 � 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 520± 01：53．41� 12．7�
58 ワンダーウォール 牡3栗 54 菅原 隆一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B480± 01：53．82	 290．6	
34 ダンスメーカー 
6黒鹿57 岩田 望来�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 474－ 6 〃 ハナ 58．3

610 サクララージャン 牡5青鹿57 武藤 雅�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 502＋101：53．9	 9．0�
11 ラブエスポー 牝4鹿 55 武士沢友治増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 41：54．42	 138．9�
611 アイスナイン 
4鹿 57 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 508＋ 61：54．61� 31．6
814 セザンテイオー 牡3栗 54 菅原 明良瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 486＋ 4 〃 クビ 48．7�
22 ダイワセントライト 牡4栗 57

54 ▲永野 猛蔵大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B494＋ 81：55．34 15．0�
59 � タニマサベーカ 牡6鹿 57 木幡 巧也谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 462＋121：56．15 80．2�
35 � ニルアドミラリ 牡3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-

worth 566＋ 81：57．16 5．1�
47 � ライフイズアゲイム 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 池上 昌和 英 Dunchurch Lodge
Stud Company 510± 01：58．05 221．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，339，400円 複勝： 69，132，600円 枠連： 16，535，400円
馬連： 80，219，600円 馬単： 37，056，800円 ワイド： 66，453，400円
3連複： 118，902，500円 3連単： 157，723，800円 計： 589，363，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 680円 � 180円 � 110円 枠 連（7－7） 21，110円

馬 連 �� 15，800円 馬 単 �� 41，540円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 1，030円 �� 290円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 112，770円

票 数

単勝票数 計 433394 的中 � 7949（8番人気）
複勝票数 計 691326 的中 � 14068（9番人気）� 82266（3番人気）� 274883（1番人気）
枠連票数 計 165354 的中 （7－7） 607（28番人気）
馬連票数 計 802196 的中 �� 3934（31番人気）
馬単票数 計 370568 的中 �� 669（74番人気）
ワイド票数 計 664534 的中 �� 4145（36番人気）�� 15573（12番人気）�� 68232（2番人気）
3連複票数 計1189025 的中 ��� 13531（23番人気）
3連単票数 計1577238 的中 ��� 1014（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．1―49．5―1：02．5―1：14．9―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�パワポケプリメーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bellamy Road

2017．5．7生 牡4栗 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 8戦1勝 賞金 8，360，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライフイズアゲイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月5日まで平地
競走に出走できない。



22093 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第9競走 ��1，200�
い い で

飯 豊 特 別
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

813� エムオーシャトル 牝3鹿 53 木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 454＋ 21：09．8 55．8�
814 アヴェラーレ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 442＋22 〃 クビ 2．9�
610 ダノンボヌール 牝4黒鹿55 田辺 裕信�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 B494－ 81：10．11� 94．1�
57 サ ル ビ ア 牝3栗 53 池添 謙一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－ 21：10．31� 3．7�
34 クルークヴァール 牡6鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B476－ 8 〃 ハナ 30．7	
58 ケ ワ ロ ス 牝6鹿 55 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 464± 01：10．51� 19．4

45 リ ヴ ェ ー ル 牝4芦 55 津村 明秀栗山 良子氏 	島 一歩 安平 追分ファーム 444－ 2 〃 クビ 18．2�
11 ス ン リ 牝3鹿 53 川田 将雅白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B468＋ 2 〃 ハナ 3．2�
712 グロリユーノワール 牝3鹿 53 野中悠太郎 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 438± 01：10．6� 82．3
46 
 サトノジヴェルニー 牡4栗 57 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 456＋ 61：10．7� 11．4�
69 ナンゴクアイネット 牝6鹿 55 石橋 脩渡 義光氏 	島 一歩 新冠 つつみ牧場 470＋ 21：10．8クビ 72．8�
711 ニシノコデマリ 牝6鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 432＋ 6 〃 アタマ 109．0�
22 マリノディアナ 牝6青鹿55 柴田 善臣和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 444－ 41：11．0� 299．7�
33 バスクベレー �5鹿 57 菅原 明良吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：11．64 23．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，265，000円 複勝： 70，119，400円 枠連： 22，130，500円
馬連： 117，100，400円 馬単： 49，463，700円 ワイド： 86，127，300円
3連複： 172，068，700円 3連単： 221，374，300円 計： 805，649，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，580円 複 勝 � 1，090円 � 180円 � 1，800円 枠 連（8－8） 8，260円

馬 連 �� 10，590円 馬 単 �� 28，060円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 33，330円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 195，820円 3 連 単 ��� 1，395，620円

票 数

単勝票数 計 672650 的中 � 9633（9番人気）
複勝票数 計 701194 的中 � 14264（11番人気）� 135700（3番人気）� 8375（13番人気）
枠連票数 計 221305 的中 （8－8） 2075（21番人気）
馬連票数 計1171004 的中 �� 8566（25番人気）
馬単票数 計 494637 的中 �� 1322（66番人気）
ワイド票数 計 861273 的中 �� 7132（29番人気）�� 660（86番人気）�� 3849（44番人気）
3連複票数 計1720687 的中 ��� 659（219番人気）
3連単票数 計2213743 的中 ��� 115（1288番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．7―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．9―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エムオーシャトル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス

2018．2．5生 牝3鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 6戦2勝 賞金 25，800，000円
地方デビュー 2020．5．13 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

22094 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

814 ゴールドレガシー 牡3栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B482＋ 61：51．5 1．6�

46 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：51．71� 25．9�
611 ベルジュネス 	5鹿 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B470＋ 6 〃 クビ 11．1�
11 
 シアトルテソーロ 牡4鹿 57 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 John
Cummins 510＋ 21：51．8クビ 15．6�

34 � ア ル ベ ニ ス 	5栗 57 岩田 望来森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 クビ 4．8�
22 インナーアリュール 牡4鹿 57 原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 476＋ 21：52．33 41．0	
35 フーズサイド 牡5黒鹿57 石川裕紀人西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 492－101：52．4� 46．0

23 � フィアレスハート 牡4黒鹿57 横山 武史 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 512－ 4 〃 アタマ 7．5�
47 ヤマニンバンタジオ 	7栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 536＋ 6 〃 ハナ 36．3
712 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 514＋ 11：52．61� 145．9�
59 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 津村 明秀岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474± 01：53．23� 74．2�
713 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55 永野 猛蔵 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 101．0�
58 � サウスジェラート 牝3鹿 52 藤田菜七子�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 486＋211：53．62� 56．3�
815� マハーラーニー 牝5鹿 55 武士沢友治谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：54．13 259．3�
610� ウェイクール 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木慎太郎 日高 山際 辰夫 B520＋101：54．31� 204．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 68，574，900円 複勝： 119，334，700円 枠連： 27，836，600円
馬連： 144，480，700円 馬単： 71，253，200円 ワイド： 102，381，800円
3連複： 229，153，000円 3連単： 351，980，600円 計： 1，114，995，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 320円 � 210円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 650円 �� 340円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 9，920円

票 数

単勝票数 計 685749 的中 � 324744（1番人気）
複勝票数 計1193347 的中 � 624944（1番人気）� 47690（6番人気）� 85123（4番人気）
枠連票数 計 278366 的中 （4－8） 21641（5番人気）
馬連票数 計1444807 的中 �� 66135（5番人気）
馬単票数 計 712532 的中 �� 24986（7番人気）
ワイド票数 計1023818 的中 �� 39652（6番人気）�� 84054（3番人気）�� 14887（18番人気）
3連複票数 計2291530 的中 ��� 56550（11番人気）
3連単票数 計3519806 的中 ��� 25707（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．7―48．9―1：01．6―1：14．0―1：26．6―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドレガシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2020．8．22 新潟1着

2018．2．5生 牡3栗 母 ベルエアシズル 母母 Bel Air Belle 7戦3勝 賞金 35，835，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 ウェイクール号の騎手宮崎北斗は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000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。
（非抽選馬） 3頭 タガノキングロード号・マイネルイヴィンス号・レッドエンヴィー号

２レース目



22095 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第57回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，2．9．5以降3．8．29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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（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 602，000円 172，000円 86，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

816 マイネルファンロン 牡6青鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 41：58．4 42．8�
817� トーセンスーリヤ 牡6栗 57．5 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 488＋ 61：58．5� 6．0�
713 ク ラ ヴ ェ ル 牝4青鹿52 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 ハナ 5．5�
612 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿54 菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 506－ 2 〃 � 14．4	
611 ラインベック 牡4黒鹿54 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：58．71	 9．5

815 プレシャスブルー 牡7鹿 54 柴田 善臣石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 434－ 81：58．8クビ 55．9�
11 サトノアーサー 牡7青鹿57 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 21：58．9� 48．2�
714 エフェクトオン 牡5黒鹿53 木幡 巧也 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 41．0
35 リアアメリア 牝4黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496＋101：59．01 11．3�
24 レッドサイオン 
5鹿 53 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 B440± 0 〃 ハナ 216．8�
36 パルティアーモ 牝5鹿 52 横山 武史 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 504± 01：59．21 7．9�
510 ラ ー ゴ ム 牡3栗 53 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 520＋141：59．3� 11．4�
12 ザ ダ ル 牡5栗 57．5 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 504± 01：59．4クビ 4．1�
23 ショウナンバルディ 牡5黒鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 446－ 2 〃 クビ 21．2�
59 アドマイヤポラリス 牡5鹿 55 三浦 皇成近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 480－ 6 〃 クビ 58．7�
47 マイネルサーパス 牡5黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 22：00．03� 185．5�
48 ギ ベ オ ン 牡6鹿 57．5 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512± 02：01．27 33．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 304，337，500円 複勝： 414，531，300円 枠連： 175，121，600円 馬連： 943，191，100円 馬単： 305，580，900円
ワイド： 712，467，100円 3連複： 1，977，023，200円 3連単： 2，178，571，500円 5重勝： 782，397，500円 計： 7，793，221，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，280円 複 勝 � 830円 � 240円 � 220円 枠 連（8－8） 4，070円

馬 連 �� 10，940円 馬 単 �� 34，410円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 3，110円 �� 810円

3 連 複 ��� 28，380円 3 連 単 ��� 264，560円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 2，263，130円

票 数

単勝票数 計3043375 的中 � 56792（12番人気）
複勝票数 計4145313 的中 � 105622（11番人気）� 497789（3番人気）� 549578（2番人気）
枠連票数 計1751216 的中 （8－8） 33296（17番人気）
馬連票数 計9431911 的中 �� 66764（38番人気）
馬単票数 計3055809 的中 �� 6659（108番人気）
ワイド票数 計7124671 的中 �� 67856（33番人気）�� 57527（37番人気）�� 237157（5番人気）
3連複票数 計19770232 的中 ��� 52235（97番人気）
3連単票数 計21785715 的中 ��� 5970（847番人気）
5重勝票数 計7823975 的中 ����� 242

ハロンタイム 12．9―10．9―11．5―12．2―12．5―12．2―11．8―11．3―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―35．3―47．5―1：00．0―1：12．2―1：24．0―1：35．3―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．4
3 3，11（7，8，5）（4，2，6，9）（1，12，17）－13，14，16（10，15） 4 3，11（7，5）（8，2，6，9）4（1，12，17）－（14，13）16，15－10

勝馬の
紹 介

マイネルファンロン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．9．16 中山2着

2015．2．19生 牡6青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 30戦5勝 賞金 156，495，000円

22096 9月5日 晴 良 （3新潟4） 第8日 第12競走 1，000�
ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 ニルカンタテソーロ 牡4栗 57 原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B442－ 2 54．7 22．1�

47 トミケンルーア �5鹿 57 津村 明秀富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 478± 0 54．91� 6．6�
713 ス ト レ ガ 牝4栗 55 柴田 大知清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 462＋ 6 55．01� 39．0�
510� パラティーノヒル 牝4栗 55 丸田 恭介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410＋ 4 55．1� 7．5�
24 ハクサンタマテバコ 牝3栗 53 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 446＋ 2 55．2� 3．9�
612 エーアイダンサー 牝3鹿 53 M．デムーロ岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 438－ 4 55．41� 3．9	
816 セピアノーツ 牝3芦 53 藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 478＋ 6 55．5クビ 7．5

611� モメチョッタ 牝5黒鹿55 嶋田 純次清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 448－ 2 〃 クビ 53．8�
36 アセンダント 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �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 462＋ 2 55．6クビ 17．4�
23 テ セ ウ ス 牡3青鹿55 杉原 誠人ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 426－10 〃 ハナ 23．5�
11 ルドラクシャ 牝4鹿 55 菅原 明良ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 456＋ 2 55．81� 46．1�
12 アイアンゾーン 牝5芦 55 野中悠太郎池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 462± 0 〃 アタマ 258．0�
815� ブレスドレイン 牝5黒鹿55 小林 脩斗和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 526－ 6 56．22� 15．6�
35 � 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 438＋ 2 56．41 190．9�
48 チグサスマイル 牝3鹿 53 木幡 育也伊澤 正行氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 392＋ 4 56．5� 243．3�
59 ミスアクエリアス 牝3青鹿53 宮崎 北斗田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 450－12 〃 アタマ 126．9�
714 アドマイヤレオ �5鹿 57 吉田 豊近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 466－14 56．71� 32．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 130，723，900円 複勝： 153，028，300円 枠連： 72，243，100円
馬連： 263，867，700円 馬単： 97，837，000円 ワイド： 220，853，400円
3連複： 487，516，300円 3連単： 554，986，600円 計： 1，981，056，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 650円 � 250円 � 890円 枠 連（4－8） 1，890円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 17，630円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 5，290円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 54，750円 3 連 単 ��� 377，800円

票 数

単勝票数 計1307239 的中 � 47312（8番人気）
複勝票数 計1530283 的中 � 57964（9番人気）� 189153（4番人気）� 40706（11番人気）
枠連票数 計 722431 的中 （4－8） 29495（11番人気）
馬連票数 計2638677 的中 �� 28468（30番人気）
馬単票数 計 978370 的中 �� 4161（69番人気）
ワイド票数 計2208534 的中 �� 30778（23番人気）�� 10643（58番人気）�� 17011（41番人気）
3連複票数 計4875163 的中 ��� 6678（170番人気）
3連単票数 計5549866 的中 ��� 1065（1043番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．3―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．7―32．0―42．8

上り4F43．0－3F33．0
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニルカンタテソーロ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Galileo デビュー 2019．6．15 函館4着

2017．2．17生 牡4栗 母 ヴ ェ イ パ ー 母母 Love The Rain 15戦2勝 賞金 23，608，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミスアクエリアス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月5日まで平地競走に出走でき

ない。

５レース目



（3新潟4）第8日 9月5日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 181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

244，220，000円
28，630，000円
2，400，000円
29，130，000円
76，238，000円
5，266，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
920，254，600円
1，279，879，200円
422，608，200円
2，006，303，600円
768，558，400円
1，595，548，000円
3，694，451，500円
4，298，185，800円
782，397，500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
5 重 勝
計 15，768，186，800円

総入場人員 1，972名 （有料入場人員 1，773名）



令和3年度 第4回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，426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

1，747，540，000円
31，090，000円
187，690，000円
12，890，000円
202，450，000円
604，022，500円
44，363，000円
13，689，600円

勝馬投票券売得金
5，896，371，700円
8，172，262，100円
2，482，938，100円
11，583，932，300円
4，805，704，200円
9，123，313，600円
19，101，257，800円
23，127，000，500円
2，373，181，800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
5 重 勝
計 86，665，962，100円

総入場延人員 18，426名 （有料入場延人員 13，102名）
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