
20013 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第1競走 ��
��1，400�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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

712 ファルヴォーレ 牡2芦 54 福永 祐一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 424－ 41：22．1 5．8�
45 サツキティアラ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ
アーム 446＋ 61：22．31� 12．8�

22 ニシノカムイ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田上 徹 462± 01：22．51� 4．9�
33 ミッキーワクチン 牡2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502± 01：22．6クビ 2．9�
58 ヒロインカラーズ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 450－ 6 〃 クビ 10．0�
814 ウインリブルマン 牡2栗 54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 81：22．7� 13．6	
813 フ ミ ロ ア 牝2鹿 54 横山 典弘林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 428± 01：22．8クビ 7．5

34 デルマフドウ 牡2鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 163．2�
711 サプライズギフト 牝2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 406－ 41：22．9クビ 50．7�
11 スターダストプレス 牡2栗 54 内田 博幸西森 功氏 高橋 義博 浦河 北俣 牧夫 470＋ 21：23．43 178．3
46 コスモマッドネス 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 シンカンファーム 448＋ 41：23．72 133．6�
69 ロ リ ポ ッ プ 牝2栗 54 武藤 雅�前川企画 武藤 善則 新冠 須崎牧場 424＋ 21：23．91 67．8�
57 スズカラブローズ 牝2栗 54 柴田 善臣永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 418－ 41：24．11� 59．3�
610 キチロクレディス 牝2鹿 54 江田 照男山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 420－ 61：24．31� 34．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，187，000円 複勝： 79，735，600円 枠連： 13，693，800円
馬連： 85，753，800円 馬単： 35，572，800円 ワイド： 77，072，500円
3連複： 133，349，700円 3連単： 132，781，500円 計： 611，146，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 250円 � 170円 枠 連（4－7） 2，940円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 980円 �� 520円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 28，420円

票 数

単勝票数 計 531870 的中 � 77356（3番人気）
複勝票数 計 797356 的中 � 113059（3番人気）� 70613（6番人気）� 139127（2番人気）
枠連票数 計 136938 的中 （4－7） 3609（14番人気）
馬連票数 計 857538 的中 �� 20846（14番人気）
馬単票数 計 355728 的中 �� 4772（26番人気）
ワイド票数 計 770725 的中 �� 19617（14番人気）�� 40269（4番人気）�� 19231（15番人気）
3連複票数 計1333497 的中 ��� 20322（16番人気）
3連単票数 計1327815 的中 ��� 3387（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―45．8―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルヴォーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．6．6 阪神6着

2018．2．12生 牡2芦 母 フリティラリア 母母 リ リ ウ ム 3戦1勝 賞金 5，870，000円

20014 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第2競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走10時40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

818 グ ラ ニ ー タ 牝3黒鹿54 西村 淳也 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 458＋121：34．0 4．1�
36 ロードライトニング 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 434± 01：34．31� 8．1�
612� グローバリズム 牝3栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Godolphin B462＋ 4 〃 クビ 8．6�
817 ナンヨーアイゼン 牝3鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 クビ 68．1�
816 エイシンワンダーズ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来�栄進堂 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 460 ―1：34．72	 6．9	
715 マカロンパフェ 牝3鹿 54 幸 英明 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム B496－ 8 〃 アタマ 10．4

35 タイズオブハート 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：34．8	 67．5�
48 ナンヨーショウエイ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 400－ 81：34．9� 27．9�
12 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 412＋ 4 〃 ハナ 72．2
713 サフランハーモニー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也海原 聖一氏 田中 博康 浦河 林農場 458＋ 61：35．0	 25．5�
23 オーバーテイカー 牡3鹿 56 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 438＋ 2 〃 アタマ 42．2�
611 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 402＋ 21：35．1	 11．8�
47 レッドエーデル 牝3黒鹿54 酒井 学 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 41：35．31	 17．6�
11 ト ル ニ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 468＋ 61：35．83 4．8�
510 ラインキャンドル 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464－161：36．01	 41．3�
24 マロンパフェ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 412＋ 61：36．1	 193．5�
714� サニーシェルブール �3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗吉田 千津氏 杉浦 宏昭 仏 Mr Teruya
Yoshida 452－121：36．95 171．0�

59 オメガレイスター 牝3黒鹿54 野中悠太郎�桜井牧場 上原 博之 新冠 対馬 正 408± 01：37．0� 142．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，050，500円 複勝： 74，501，800円 枠連： 20，331，200円
馬連： 86，617，200円 馬単： 32，965，200円 ワイド： 81，870，700円
3連複： 140，406，500円 3連単： 120，550，300円 計： 601，293，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 250円 � 240円 枠 連（3－8） 1，100円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 740円 �� 700円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 18，860円

票 数

単勝票数 計 440505 的中 � 85451（1番人気）
複勝票数 計 745018 的中 � 122258（2番人気）� 72822（5番人気）� 75015（4番人気）
枠連票数 計 203312 的中 （3－8） 14275（4番人気）
馬連票数 計 866172 的中 �� 34032（5番人気）
馬単票数 計 329652 的中 �� 7804（5番人気）
ワイド票数 計 818707 的中 �� 28497（6番人気）�� 30665（3番人気）�� 19811（10番人気）
3連複票数 計1404065 的中 ��� 25554（5番人気）
3連単票数 計1205503 的中 ��� 4634（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．1―12．4―12．4―11．1―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．3―47．7―1：00．1―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．9
3 15，17（8，18）（12，13）（4，5，9）10（2，6）（3，11，16）（1，7，14） 4 15，17（8，18）（12，13）（4，5，9）（2，6，10）（3，11，16）（1，7，14）

勝馬の
紹 介

グ ラ ニ ー タ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．3．15 阪神11着

2017．2．11生 牝3黒鹿 母 ジェラテリアバール 母母 シ ャ ピ ー ラ 5戦1勝 賞金 6，640，000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 ウィンディスペル号・ピースサイン号・レミニシェンザ号

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

第２回 新潟競馬 第２日



20015 7月26日 曇 稍重 （2新潟2） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10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
1：08．7

重
重

814 トレッファー 牝3栗 54 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422＋ 21：12．0 5．0�
713 ヤングブラッド 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 460＋ 41：12．53 3．0�
34 メ シ ア ン 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 458＋ 21：12．6クビ 21．7�
47 マ タ ギ 牡3黒鹿56 和田 竜二ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 462＋10 〃 アタマ 4．0�
815 スルーザリミッツ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 432＋141：12．92 40．7�
58 サンライズエポック 牡3鹿 56 田辺 裕信松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B542± 0 〃 クビ 32．4	
59 マ リ ク シ 牝3黒鹿54 江田 照男畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 450＋ 61：13．0� 87．6

46 クリアサンシャイン 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 498 ―1：13．1クビ 87．4�

（レザンドール）

35 ハットルヴァン 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 7．4�

11 ジューンスプレイン 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 466＋161：13．42 102．9

23 プラズマテイル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 大和田 成 浦河 カケハムポニークラブ 426＋121：13．5クビ 219．7�
22 タマモベネチア 牝3栗 54 長岡 禎仁タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 458＋ 61：13．82 163．1�
712 ライジングペガサス 牡3鹿 56 幸 英明竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 484＋141：13．9クビ 5．6�
611 バンブトンハニー 牝3栗 54 藤懸 貴志樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 496＋101：14．85 153．0�
610 ソーファイン 牝3鹿 54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 520＋ 81：15．11� 60．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，377，300円 複勝： 77，624，300円 枠連： 17，216，100円
馬連： 91，439，400円 馬単： 39，746，600円 ワイド： 74，755，700円
3連複： 139，517，900円 3連単： 154，963，800円 計： 645，641，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 140円 � 390円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，600円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 503773 的中 � 79775（3番人気）
複勝票数 計 776243 的中 � 112837（3番人気）� 186404（1番人気）� 37135（6番人気）
枠連票数 計 172161 的中 （7－8） 25055（2番人気）
馬連票数 計 914394 的中 �� 102734（2番人気）
馬単票数 計 397466 的中 �� 17835（4番人気）
ワイド票数 計 747557 的中 �� 70415（2番人気）�� 10988（14番人気）�� 15219（12番人気）
3連複票数 計1395179 的中 ��� 22857（11番人気）
3連単票数 計1549638 的中 ��� 5857（59番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．4―13．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―34．5―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレッファー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2020．4．18 阪神3着

2017．3．13生 牝3栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 6戦1勝 賞金 10，470，000円
〔発走状況〕 プラズマテイル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 プラズマテイル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オウケンアマゾネス号・グラシーナ号・ニューリリース号・ライトマン号
（非抽選馬） 7頭 アプローズパワー号・ウィスキーキャット号・エルスネル号・テイエムサンドリア号・トモジャブルーノ号・

ブロックチェーン号・ルアスドゥーナッハ号

20016 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時40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

612 コトブキテティス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 428＋ 22：00．7 2．9�
59 ラズルダズル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B444－ 42：00．91� 3．1�
36 ブライトアイズ 牝3栗 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 484－ 22：01．43 37．7�
714 シェーンクラート 牡3黒鹿56 内田 博幸金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 508＋142：01．82� 21．9�
12 トラストバディ 牡3鹿 56 川須 栄彦�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 クビ 145．9	
23 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 原田 和真門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 454－ 62：01．9� 64．9

35 ヒシマーシャル 牡3黒鹿56 北村 宏司阿部 雅英氏 木村 哲也 新ひだか タガミファーム 476＋ 42：02．11� 23．4�
715 グロワールポン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B480＋ 62：02．2	 233．2�
816 ピオニーテソーロ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 幌村牧場 416＋ 22：02．3� 210．9

611 ヴィクトリーレーン 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 474＋ 62：02．51 7．8�
48 パーフェクトルール 牡3黒鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：02．6� 77．6�
24 ルリマツリムーン 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�イクタ 庄野 靖志 新冠 村本牧場 482＋16 〃 アタマ 301．7�
713 ダノンディアマンテ 牡3鹿 56 石橋 脩�ダノックス 堀 宣行 日高 下河辺牧場 474 ―2：03．02� 7．4�
11 ジューンミュゲ 牝3青 54 高田 潤吉川 潤氏 武 英智 浦河 富田牧場 432－ 82：03．21� 8．0�
818 キャンディダム 牝3黒鹿54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 22：04．58 90．4�
47 ラニーノーズ 牡3黒鹿56 国分 優作伊藤 良兵氏 坂口 智康 新ひだか 乾 皆雄 488＋ 22：04．82 134．1�
817 アナバチャーレ 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 556 ―2：08．3大差 59．4�
510 フ ァ レ ー ズ 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 532 ―2：11．2大差 119．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，106，500円 複勝： 78，659，700円 枠連： 20，037，700円
馬連： 89，242，300円 馬単： 43，878，000円 ワイド： 81，162，000円
3連複： 135，594，700円 3連単： 159，299，100円 計： 668，980，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 550円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，110円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 611065 的中 � 166524（1番人気）
複勝票数 計 786597 的中 � 208468（1番人気）� 173973（2番人気）� 21434（8番人気）
枠連票数 計 200377 的中 （5－6） 48267（1番人気）
馬連票数 計 892423 的中 �� 165469（1番人気）
馬単票数 計 438780 的中 �� 43126（1番人気）
ワイド票数 計 811620 的中 �� 125429（1番人気）�� 16325（14番人気）�� 14718（15番人気）
3連複票数 計1355947 的中 ��� 35110（7番人気）
3連単票数 計1592991 的中 ��� 11181（23番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．9―12．8―12．4―12．1―12．1―12．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．1―35．0―47．8―1：00．2―1：12．3―1：24．4―1：36．8―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3

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

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

コトブキテティス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．4．16生 牝3黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 9戦1勝 賞金 16，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナバチャーレ号・ファレーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月26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 ヌンシーズ号
（非抽選馬） 3頭 アズマオウ号・メートルエロー号・レディーフラッシュ号



20017 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時30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

22 ドゥラヴェルデ 牡2鹿 54 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 日高 下河辺牧場 506 ―1：49．5 6．3�
812 レッドルーベンス 牡2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 466 ―1：50．03 10．5�
68 ゲンパチリベロ 牡2芦 54 幸 英明平野 武志氏 堀井 雅広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468 ― 〃 ハナ 78．8�
69 ヴ ェ ル ナ ー 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512 ―1：50．1� 3．6�
11 ナオミゴゼン 牝2黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 472 ―1：50．2� 42．0	
710 サンデーアーサー 牡2黒鹿54 松山 弘平杉野 公彦氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 472 ―1：50．51� 11．2

56 レイオブウォーター 牡2青鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 496 ―1：50．6� 3．7�
44 マイネルレガシー 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 454 ―1：51．02� 63．5�
33 ルコルセール 牡2鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 496 ―1：51．1� 4．9
45 ケ ル ト 牡2栗 54 戸崎 圭太小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452 ―1：51．95 39．2�
57 コパノフランクリン 牡2黒鹿54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 506 ―1：52．85 130．6�
813 バンブトンローズ 牝2鹿 54 木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 476 ―1：53．75 110．5�
711 ペイシャスカイ 牡2黒鹿54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 482 ―1：55．08 214．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，670，500円 複勝： 79，168，900円 枠連： 12，059，100円
馬連： 90，096，100円 馬単： 45，029，500円 ワイド： 70，206，100円
3連複： 122，093，300円 3連単： 164，781，000円 計： 663，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 300円 � 1，340円 枠 連（2－8） 3，130円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 4，960円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 47，560円 3 連 単 ��� 227，980円

票 数

単勝票数 計 796705 的中 � 105906（4番人気）
複勝票数 計 791689 的中 � 99875（4番人気）� 72234（5番人気）� 12817（10番人気）
枠連票数 計 120591 的中 （2－8） 2980（13番人気）
馬連票数 計 900961 的中 �� 22312（13番人気）
馬単票数 計 450295 的中 �� 6484（24番人気）
ワイド票数 計 702061 的中 �� 18015（13番人気）�� 3581（35番人気）�� 2551（45番人気）
3連複票数 計1220933 的中 ��� 1925（94番人気）
3連単票数 計1647810 的中 ��� 524（414番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．1―13．1―13．3―13．1―11．5―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．4―49．5―1：02．8―1：15．9―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4F46．7―3F33．6
3 ・（13，10）（1，9，12）（3，4）（2，8）（6，5）－7＝11 4 13，10（1，9）（3，12）（2，4）（6，8）5－7－11

勝馬の
紹 介

ドゥラヴェルデ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Shirocco 初出走

2018．1．24生 牡2鹿 母 タ ミ ー ン 母母 Najah 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月26日まで平地競走

に出走できない。

20018 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時00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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

22 サ ル ビ ア 牝2栗 54 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 462 ―1：22．3 6．8�
（キンダンノカジツ）

610 グレナディアガーズ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452 ―1：22．4� 1．5�
23 ハイパーミラクル 牝2鹿 54

52 △菅原 明良高橋 宏弥氏 加藤士津八 浦河 ガーベラパー
クスタツド 406 ―1：23．03� 62．3�

611 フ ー ラ リ 牡2青 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476 ―1：23．1� 9．1�
59 ニンジャゴー 牡2栗 54 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 422 ―1：23．31� 16．8�
47 ブラックパンサー 牡2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス	 西園 正都 日高 タバタファーム 480 ―1：23．61� 27．2

35 イルクオーレ 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 506 ―1：24．66 12．5�

713 ワイケイダリヤ 牝2栗 54 内田 博幸鹿妻 明弘氏 小手川 準 新冠 川島牧場 470 ―1：24．81� 98．1�
58 ラブリーハミング 牝2栗 54 武士沢友治池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 454 ―1：25．12 141．5
712 ビーナスオーキッド 牝2栗 54 幸 英明助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 464 ―1：25．31� 97．3�
46 パドマーヴァティ 牝2鹿 54 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 388 ―1：26．04 117．7�
11 ムーンリバー 牝2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 432 ―1：26．1クビ 42．0�
815 ユイノタンキマチ 牡2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 432 ―1：26．42 31．6�
34 ア ル ビ レ オ 牡2青鹿54 M．デムーロ山内 晃氏 林 徹 日高 木部ファーム 484 ―1：26．61� 38．7�
814 シゲルシャチョウ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 402 ― 〃 クビ 151．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 78，470，000円 複勝： 93，527，100円 枠連： 17，089，800円
馬連： 82，916，400円 馬単： 48，912，400円 ワイド： 76，860，400円
3連複： 127，780，900円 3連単： 179，679，800円 計： 705，236，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 650円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，180円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 33，810円

票 数

単勝票数 計 784700 的中 � 97911（2番人気）
複勝票数 計 935271 的中 � 105369（2番人気）� 455355（1番人気）� 16675（10番人気）
枠連票数 計 170898 的中 （2－6） 33465（1番人気）
馬連票数 計 829164 的中 �� 131151（1番人気）
馬単票数 計 489124 的中 �� 22277（5番人気）
ワイド票数 計 768604 的中 �� 90379（1番人気）�� 8052（24番人気）�� 12757（15番人気）
3連複票数 計1277809 的中 ��� 18079（15番人気）
3連単票数 計1796798 的中 ��� 3852（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．4―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 3（5，6）2（7，10）9（11，12）－13（15，1）8，4，14 4 3，5（2，6）（9，7，10）11，12－13，15，1，8，14，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ル ビ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mamool 初出走

2018．1．28生 牝2栗 母 リップスポイズン 母母 Lips Plane 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ユイノタンキマチ号の騎手吉田豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・4番）

ニンジャゴー号の騎手武藤雅は，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：7番）
〔その他〕 アルビレオ号は，3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〕 ユイノタンキマチ号・シゲルシャチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

8月26日まで平地競走に出走できない。



20019 7月26日 曇 稍重 （2新潟2） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時30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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

23 ジンフラッシュ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 484＋ 61：53．1 23．8�
22 シャイニングブルー 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 41：53．84 3．5�
47 ヴァシリアス 牡3鹿 56 �島 克駿前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B500＋141：53．9クビ 3．4�
58 エイシンマシーン 牝3鹿 54 川須 栄彦平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 440＋ 61：54．32� 16．0�
611 サバイバルボス 牡3栗 56 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 21：54．4� 69．0�
11 シ ラ カ バ 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：54．5� 27．2�
814 サムシングフォー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 	ニッシンホール
ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 398＋ 41：54．71 115．8


713 ワンダーシンシア 牝3鹿 54 城戸 義政山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 秋場牧場 416＋ 61：54．91� 55．5�
815 ブライトオーシャン �3鹿 56

55 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 聖心台牧場 494－101：55．21� 8．1�
34 ヒューマニズム 牝3栗 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・ハムダン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 562＋ 21：55．3� 36．9
59 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 松山 弘平エンジェルレーシング	 尾関 知人 浦河 信岡牧場 B522－ 41：55．94 5．3�
712 コースタルチャート 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 21：56．64 9．5�
35 バブリースノー 牝3芦 54 幸 英明 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋181：56．7� 24．7�
610 ミキノルミナス 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 真歌田中牧場 490± 01：57．33� 140．4�
46 エイシンバビロン 牝3黒鹿54 西田雄一郎	栄進堂 田中 剛 新ひだか 土田 扶美子 484－ 41：57．62 162．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，714，000円 複勝： 77，762，800円 枠連： 18，277，400円
馬連： 102，625，300円 馬単： 44，064，600円 ワイド： 88，726，800円
3連複： 164，180，300円 3連単： 172，943，500円 計： 723，294，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 390円 � 150円 � 140円 枠 連（2－2） 5，180円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 760円 �� 790円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 30，850円

票 数

単勝票数 計 547140 的中 � 18372（7番人気）
複勝票数 計 777628 的中 � 35362（7番人気）� 152901（2番人気）� 171884（1番人気）
枠連票数 計 182774 的中 （2－2） 2732（18番人気）
馬連票数 計1026253 的中 �� 23312（13番人気）
馬単票数 計 440646 的中 �� 3568（31番人気）
ワイド票数 計 887268 的中 �� 27424（9番人気）�� 26337（11番人気）�� 100671（1番人気）
3連複票数 計1641803 的中 ��� 44208（5番人気）
3連単票数 計1729435 的中 ��� 4063（95番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―12．9―12．6―12．5―13．1―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．0―48．9―1：01．5―1：14．0―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ジンフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．12．28 中山14着

2017．5．25生 牡3青鹿 母 フ ク シ ア 母母 カミノスルスミ 6戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 エイシンバビロン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 コースタルチャート号の騎手M．デムーロは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）
〔調教再審査〕 エイシンバビロン号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 バブリースノー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月26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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 クリノガオガオ号・スズカスペクトル号・セレーネグランツ号・ネオデレヤ号・ハクアイオウ号・ピンクシップ号・

ファインラン号・メイショウアサヒ号・メイショウモクレン号

20020 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左・外）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

12 シ ャ レ ー ド 牝3栗 52 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：58．9 3．8�
48 ハートウォーミング 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 4 〃 クビ 5．6�

715 フローズンスタイル 牝3黒鹿52 浜中 俊吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：59．0� 21．0�
510 アトリビュート 牝3鹿 52 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436－ 41：59．53 3．2�
36 ブルームスベリー 牝3鹿 52 北村 宏司 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 460＋141：59．6クビ 18．8�
611 ステラドーロ 牝3栗 52 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464＋12 〃 クビ 24．1

23 ナリノクリスティー 牝3青鹿52 三浦 皇成成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 436± 01：59．81� 20．1�
59 シークレットローザ 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 466＋14 〃 クビ 82．1�
35 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿52 丸田 恭介瀬谷 雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 422＋ 81：59．9クビ 22．4�
11 スズロザーナ 牝4栗 55 田辺 裕信森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 450＋142：00．0� 54．1�
47 フラッグサルート 牝5鹿 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 450＋102：00．42� 20．3�
612 ロマンテソーロ 牝5青鹿 55

53 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス	 竹内 正洋 新ひだか 幌村牧場 454＋ 82：00．5� 59．3�

816 リ ゼ ブ ル ー 牝4芦 55 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 492＋ 22：00．6� 62．0�
713	 ラブインブルーム 牝4青鹿 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 434－ 22：00．92 28．8�

818 ラヴィンフォール 牝3青鹿 52
49 ▲泉谷 楓真大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋142：01．0� 12．6�

24 	 アレグレユミティー 牝4鹿 55
54 ☆木幡 育也斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 474＋142：01．31� 221．3�

817	 ア ル ザ ス 牝5黒鹿55 太宰 啓介寺田 秀樹氏 坂口 智康 新ひだか タイヘイ牧場 502＋22 〃 ハナ 219．5�
714 アックアアルタ 牝4青鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B472＋ 62：01．61� 35．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，225，500円 複勝： 104，118，800円 枠連： 27，985，200円
馬連： 136，015，900円 馬単： 46，877，600円 ワイド： 114，840，600円
3連複： 221，677，400円 3連単： 204，630，100円 計： 921，371，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 190円 � 470円 枠 連（1－4） 970円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，290円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 23，210円

票 数

単勝票数 計 652255 的中 � 136446（2番人気）
複勝票数 計1041188 的中 � 146948（3番人気）� 164005（2番人気）� 45965（6番人気）
枠連票数 計 279852 的中 （1－4） 22317（3番人気）
馬連票数 計1360159 的中 �� 97998（3番人気）
馬単票数 計 468776 的中 �� 19818（3番人気）
ワイド票数 計1148406 的中 �� 60566（3番人気）�� 22271（11番人気）�� 15255（23番人気）
3連複票数 計2216774 的中 ��� 25481（17番人気）
3連単票数 計2046301 的中 ��� 6391（32番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．4―12．1―12．7―12．4―12．2―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―34．7―46．8―59．5―1：11．9―1：24．1―1：35．7―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 16－（10，18，15）（9，14，17）（8，11）（3，13）2（5，7）4（6，12）1 4 16－（10，18，15）（9，14，17）（3，8）11（5，2，13）（6，4，7）（1，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シ ャ レ ー ド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2019．7．6 中京1着

2017．2．10生 牝3栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 8戦2勝 賞金 20，118，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シルバースミス号
（非抽選馬） 2頭 アトムアストレア号・チビラーサン号



20021 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 224，000円 64，000円 32，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

66 レ イ パ パ レ 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430－ 61：45．3 2．0�
33 カ ン ト ル 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480± 01：45．62 7．3�
22 アップライトスピン 牝4黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：45．7� 6．2�
55 トータルソッカー 牡6栗 57 江田 照男渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 504＋ 41：46．33� 17．8�
11 エピックスター 	5鹿 57 三浦 皇成子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440± 01：46．4
 24．0	
77 � サトノセシル 牝4鹿 55 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 454＋ 2 〃 ハナ 7．6

88 � イ チ ダ イ 牡7鹿 57 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B534＋ 21：46．61 100．7�
89 ピーエムピンコ 牝3黒鹿52 横山 典弘松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 402＋ 6 〃 クビ 4．5�
44 マイエンフェルト 牝4鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 61：46．81 55．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 82，083，900円 複勝： 91，100，500円 枠連： 12，954，800円
馬連： 122，144，700円 馬単： 61，487，700円 ワイド： 86，262，400円
3連複： 156，761，900円 3連単： 285，846，600円 計： 898，642，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 820839 的中 � 314054（1番人気）
複勝票数 計 911005 的中 � 263038（1番人気）� 106066（5番人気）� 139236（3番人気）
枠連票数 計 129548 的中 （3－6） 12057（4番人気）
馬連票数 計1221447 的中 �� 115754（4番人気）
馬単票数 計 614877 的中 �� 41388（4番人気）
ワイド票数 計 862624 的中 �� 65784（4番人気）�� 87191（2番人気）�� 45810（7番人気）
3連複票数 計1567619 的中 ��� 106271（4番人気）
3連単票数 計2858466 的中 ��� 49375（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―12．2―12．0―11．9―11．3―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．8―48．0―1：00．0―1：11．9―1：23．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 ・（4，7）（6，3，9）（5，2）（1，8） 4 ・（4，7）（6，3，9）（5，2）（1，8）

勝馬の
紹 介

レ イ パ パ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．1．11 京都1着

2017．1．28生 牝3鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 3戦3勝 賞金 28，824，000円

20022 7月26日 曇 稍重 （2新潟2） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

な え ば

苗 場 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

814� ツブラナヒトミ 牡5栗 57 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III 504－ 21：51．2 5．2�

712 アスクハードスパン 牡5鹿 57 幸 英明廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 534－ 81：51．41	 19．3�
45 コ ス タ ネ ラ 牝5栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 460＋101：51．82
 31．5�
58 � ウインフォルティス 牡5鹿 57 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 21：52．43
 10．8�
711 モダスオペランディ 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：52．61
 6．4	
34 オ ノ リ ス 牡5黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508－101：52．7クビ 7．9

11 � コンボルブルス 牡4黒鹿57 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 430± 01：52．91
 105．2�
57 オンザウェイ 牡4栗 57 内田 博幸久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 522－ 6 〃 クビ 48．0�
813 アスターストーリー 牝6鹿 55 荻野 極加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 462± 01：53．21� 36．9
610 メイショウアステカ 牝4黒鹿55 和田 翼松本 好�氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 502± 01：53．41	 37．1�

（旧姓 岩崎）

33 フラッシングジェム 牝4青鹿55 岩田 望来 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474－ 21：53．61 39．0�
46 リシュブール 牡5鹿 57 岡田 祥嗣窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B484± 0 〃 クビ 20．3�
22 ヴィアメント 牡3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476－ 61：54．02
 2．2�
69 � タニノホウザン 牡6栗 57 武士沢友治谷口 祐人氏 星野 忍 むかわ 清水ファーム 476－ 41：54．63
 183．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，036，400円 複勝： 96，987，800円 枠連： 28，937，100円
馬連： 171，784，900円 馬単： 67，656，700円 ワイド： 118，083，000円
3連複： 254，278，100円 3連単： 292，374，200円 計： 1，112，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 450円 � 590円 枠 連（7－8） 820円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，140円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 33，820円 3 連 単 ��� 178，270円

票 数

単勝票数 計 820364 的中 � 126039（2番人気）
複勝票数 計 969878 的中 � 168438（2番人気）� 50383（6番人気）� 36849（8番人気）
枠連票数 計 289371 的中 （7－8） 27296（3番人気）
馬連票数 計1717849 的中 �� 27545（18番人気）
馬単票数 計 676567 的中 �� 6538（27番人気）
ワイド票数 計1180830 的中 �� 22276（15番人気）�� 14184（24番人気）�� 8302（41番人気）
3連複票数 計2542781 的中 ��� 5638（101番人気）
3連単票数 計2923742 的中 ��� 1189（498番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．5―13．6―12．7―12．5―12．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．9―49．5―1：02．2―1：14．7―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
12（10，14）（5，13）（4，6，11）（3，8）－7－（1，2）＝9・（12，10，14）（5，11）（4，8，13）（3，2）（6，7）1，9

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

勝馬の
紹 介

�ツブラナヒトミ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2017．11．5 京都14着

2015．5．2生 牡5栗 母 Always Auditioning 母母 Nawal 19戦2勝 賞金 40，760，000円
［他本会外：1戦1勝］

１レース目 ３レース目



20023 7月26日 曇 良 （2新潟2） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第20回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

新潟市長賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

59 ジョーカナチャン 牝5鹿 54 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 460± 0 54．5 7．8�
713 ライオンボス 牡5栗 57 	島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 538－ 4 〃 アタマ 2．4�
612 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 2 〃 クビ 19．6�
817 メイショウカズヒメ 牝6鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 508＋14 54．6
 50．5�
48 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿56 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498± 0 〃 アタマ 8．0�
818 ミキノドラマー 牡7鹿 56 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 482－14 54．8
 45．0	
510 イ ベ リ ス 牝4鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 478＋ 6 〃 アタマ 17．7

24 カッパツハッチ 牝5鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 478－10 〃 アタマ 30．9�
35 ナランフレグ 牡4栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 482± 0 〃 クビ 12．5�
12 ラブカンプー 牝5黒鹿56 藤田菜七子増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 B442± 0 55．01 25．1
47 レジーナフォルテ 牝6黒鹿54 三浦 皇成永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 502＋ 6 55．31
 49．6�
611 アユツリオヤジ 牡6栗 56 柴田 大知 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 506＋ 8 55．51� 16．7�
11 ノ ー ワ ン 牝4鹿 54 福永 祐一藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 482－ 4 55．6� 62．5�
23 ワンアフター 牡7栗 56 和田 竜二薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 476＋ 4 〃 クビ 159．0�
816 クールティアラ 牝4鹿 54 石橋 脩川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B480± 0 56．13 34．8�
714 ゴールドクイーン 牝5栗 56 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 464＋ 5 56．73� 11．2�
36 ナインテイルズ 牡9栗 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 476＋ 4 56．91� 163．3�
715 モンペルデュ 牝4鹿 54 西田雄一郎吉田 和子氏 松永 幹夫 米

Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

484＋ 6 57．53� 15．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 404，775，200円 複勝： 456，323，300円 枠連： 204，520，800円 馬連： 948，536，600円 馬単： 381，501，700円
ワイド： 727，449，400円 3連複： 1，966，252，800円 3連単： 2，420，196，000円 5重勝： 3，157，343，800円 計： 10，666，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 130円 � 400円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，010円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 27，030円

5 重 勝
対象競走：新潟9R／札幌10R／新潟10R／札幌11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 816，800円

票 数

単勝票数 計4047752 的中 � 413003（2番人気）
複勝票数 計4563233 的中 � 451738（3番人気）� 1308825（1番人気）� 211139（7番人気）
枠連票数 計2045208 的中 （5－7） 280331（1番人気）
馬連票数 計9485366 的中 �� 839501（1番人気）
馬単票数 計3815017 的中 �� 130351（3番人気）
ワイド票数 計7274494 的中 �� 549336（1番人気）�� 85783（21番人気）�� 194395（8番人気）
3連複票数 計19662528 的中 ��� 294673（9番人気）
3連単票数 計24201960 的中 ��� 64903（52番人気）
5重勝票数 差引計31573438（返還計2239903） 的中 ����� 3274

ハロンタイム 11．7―10．0―10．4―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．7―32．1―42．9

上り4F42．8－3F32．8
勝馬の
紹 介

ジョーカナチャン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．17 阪神6着

2015．2．3生 牝5鹿 母 ラッキーダイス 母母 ミ ス ベ ガ ス 12戦5勝 賞金 107，486，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゲンキチハヤブサ号・ペイシャドリーム号

20024 7月26日 曇 稍重 （2新潟2） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 グランマリアージュ 牝3鹿 52 松山 弘平 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 454＋ 61：10．6 6．4�

34 � ワールドイズマイン 牝4鹿 55
53 △菅原 明良�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 458＋ 41：10．92 6．1�
611 ネヴァタップアウト 牡3栗 54 横山 典弘西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 510± 01：11．64 2．2�
22 メイショウフォイル 牡3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 508± 0 〃 ハナ 12．2�
35 	 ラブリースパイス 牝6栗 55

54 ☆岩田 望来前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 440＋101：11．81 91．2�
47 ホウオウモントレー 牝4芦 55 柴田 大知小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 504＋ 6 〃 ハナ 18．9	
712 ブライティアランド 牝3芦 52

49 ▲原 優介小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 462＋ 21：11．9
 13．9

610 ロードラナキラ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 468± 01：12．0クビ 21．8�
58 ウェーブガイア 牝5栗 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454－ 61：12．31
 17．9�
59 テイエムファルコン 牡3栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 498＋101：12．4
 51．4
713 バ ル ボ ア 牡3芦 54 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 484＋161：12．5クビ 40．6�
814 アールジオール 牡4栗 57

56 ☆森 裕太朗前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋ 81：12．71 22．0�
46 ビ ブ シ ョ ウ 牝3鹿 52 野中悠太郎河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 410＋101：12．8
 55．9�
815 ナムラマッチェリ 牝4栗 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 458－121：13．01� 17．2�
23 	 セデックカズマ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B494＋ 21：13．53 129．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 145，988，000円 複勝： 188，805，700円 枠連： 54，132，600円
馬連： 292，802，100円 馬単： 118，088，000円 ワイド： 256，611，100円
3連複： 496，340，200円 3連単： 619，692，700円 計： 2，172，460，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 180円 � 130円 枠 連（1－3） 1，990円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 820円 �� 390円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 13，430円

票 数

単勝票数 計1459880 的中 � 179880（3番人気）
複勝票数 計1888057 的中 � 192203（3番人気）� 240844（2番人気）� 503595（1番人気）
枠連票数 計 541326 的中 （1－3） 21069（8番人気）
馬連票数 計2928021 的中 �� 101622（7番人気）
馬単票数 計1180880 的中 �� 20150（14番人気）
ワイド票数 計2566111 的中 �� 73662（8番人気）�� 176529（1番人気）�� 174379（2番人気）
3連複票数 計4963402 的中 ��� 204501（1番人気）
3連単票数 計6196927 的中 ��� 33437（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランマリアージュ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．12．8 阪神1着

2017．3．23生 牝3鹿 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 6戦2勝 賞金 21，149，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アタミ号・クロンヌデトワール号・サクラボヌール号・ヒロミ号・プラチナポセイドン号・ポンペイワーム号

５レース目



（2新潟2）第2日 7月26日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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

235，720，000円
2，990，000円
26，470，000円
1，680，000円
27，980，000円
77，869，500円
5，311，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
1，201，684，800円
1，498，316，300円
447，235，600円
2，299，974，700円
965，780，800円
1，853，900，700円
4，058，233，700円
4，907，738，600円
3，157，343，800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 20，390，209，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回新潟競馬第2日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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