
20061 8月9日 雨 不良 （2新潟2） 第6日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

35 スウィートブルーム 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：49．3 13．1�

714 ウインザナドゥ 牡2栗 54 津村 明秀�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 452－ 61：50．36 38．1�
24 アイリッシュムーン 牝2栗 54 福永 祐一�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 462＋ 4 〃 ハナ 7．1�
47 グローリアスカペラ 牝2栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504± 01：50．61� 20．4�
715 セファーラジエル 牡2鹿 54 川田 将雅 	サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：50．7� 2．1

59 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 484＋ 4 〃 ハナ 15．7�
36 サンキューベイリー 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 五月 468－ 8 〃 ハナ 19．2�
11 アルバトリア 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 422－ 21：51．33� 11．2
23 トーセンマーク 牡2栗 54 武藤 雅島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－ 61：51．51� 51．9�
611 ド ラ ミ モ ン 牡2栗 54 丸山 元気子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 448± 0 〃 アタマ 153．9�
816 サトノフォーチュン 牡2黒鹿54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494＋101：52．45 9．1�
12 レースアルカーナ 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：52．6� 81．9�
510 タカノアメージング 牡2芦 54 荻野 極山口多賀司氏 北出 成人 浦河 斉藤 政志 490＋ 21：53．13 313．0�
612 エイシンディアデム 牝2鹿 54 藤井勘一郎�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 420± 0 〃 クビ 194．4�
48 ミエノピュア 牡2黒鹿54 �島 克駿里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 488－ 41：54．05 186．2�
817 アイスムーン 牝2鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 21：54．42� 83．3�
713 グランスエーニョ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．46 20．0�
818 コスモチョコラトル 牡2鹿 54 木幡 巧也 	ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：55．72 305．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 63，748，000円 複勝： 93，152，100円 枠連： 21，315，900円
馬連： 97，005，400円 馬単： 42，585，300円 ワイド： 91，642，800円
3連複： 154，017，500円 3連単： 151，038，800円 計： 714，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 340円 � 910円 � 250円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 16，630円 馬 単 �� 32，650円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，110円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 28，140円 3 連 単 ��� 232，490円

票 数

単勝票数 計 637480 的中 � 40978（5番人気）
複勝票数 計 931521 的中 � 73851（5番人気）� 23052（10番人気）� 111228（2番人気）
枠連票数 計 213159 的中 （3－7） 23549（3番人気）
馬連票数 計 970054 的中 �� 4519（40番人気）
馬単票数 計 425853 的中 �� 978（80番人気）
ワイド票数 計 916428 的中 �� 5917（41番人気）�� 21860（11番人気）�� 7946（32番人気）
3連複票数 計1540175 的中 ��� 4104（83番人気）
3連単票数 計1510388 的中 ��� 471（635番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．2―12．7―12．9―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―34．8―47．0―59．7―1：12．6―1：24．7―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．7
3 9（6，15）－（5，10）（7，16）（1，17）（2，18）12（8，11，4）－（3，14）－13 4 9，6，15，5（10，16）（1，7，17）2（18，12）（8，11）（3，4）14－13

勝馬の
紹 介

スウィートブルーム �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．7．19 福島3着

2018．4．17生 牝2鹿 母 コスモバルバラ 母母 マ ン バ ラ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミエノピュア号・アイスムーン号・グランスエーニョ号・コスモチョコラトル号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和2年9月9日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エルファシル号・カミヤガルーラ号・シルヴェスター号・ディーエスボンバー号

20062 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40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

611 クリノナイスガイ �3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 466 ―1：54．3 34．3�
59 クレドゥボヌール 牡3鹿 56 荻野 極大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 438＋ 81：54．4� 49．8�
713 ダイワミラクル 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 6．0�
712 ファスタザウインド 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 526＋10 〃 ハナ 6．6�
35 キャプティベート �3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 438± 01：54．61 6．1�
34 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 492－ 4 〃 ハナ 27．5	
58 ケ イ マ ー ダ 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 21：54．7� 8．4�
22 ロードシャムロック 牡3鹿 56 川田 将雅 
ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 510＋201：55．02 2．0�
23 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿56 藤井勘一郎大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B426－ 61：55．21 21．0
815 メイショウセントレ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 角田 晃一 様似 中脇 一幸 472－ 41：55．41� 91．0�
610 マサノオリンピアン 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 422－ 21：55．61� 82．2�
46 メイショウハルカス 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 日進牧場 488－121：55．7	 224．3�
11 ロ ワ ル ゼ ル 牡3鹿 56 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 496－ 41：56．23 236．8�
47 ナムラリベンジ 牡3鹿 56 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 石坂 公一 浦河 谷川牧場 484 ―1：56．41 281．2�
814 トッレペンデンテ 牡3青 56 丸山 元気ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 548 ―1：57．25 142．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，948，200円 複勝： 74，979，600円 枠連： 17，241，900円
馬連： 83，475，400円 馬単： 40，044，800円 ワイド： 76，593，000円
3連複： 127，089，700円 3連単： 148，111，900円 計： 629，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 750円 � 720円 � 210円 枠 連（5－6） 5，620円

馬 連 �� 49，340円 馬 単 �� 102，850円

ワ イ ド �� 8，880円 �� 2，430円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 79，230円 3 連 単 ��� 807，370円

票 数

単勝票数 計 619482 的中 � 14440（8番人気）
複勝票数 計 749796 的中 � 23221（9番人気）� 24486（8番人気）� 112712（3番人気）
枠連票数 計 172419 的中 （5－6） 2374（13番人気）
馬連票数 計 834754 的中 �� 1311（52番人気）
馬単票数 計 400448 的中 �� 292（107番人気）
ワイド票数 計 765930 的中 �� 2190（49番人気）�� 8170（28番人気）�� 8629（27番人気）
3連複票数 計1270897 的中 ��� 1203（135番人気）
3連単票数 計1481119 的中 ��� 133（921番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．7―13．4―12．8―12．5―12．9―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―50．2―1：03．0―1：15．5―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クリノナイスガイ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．3．24生 �3栗 母 ピサノパスティーユ 母母 レッドタイガー 1戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 キングリアリティー号・ケイツーコルナ号・セレーネグランツ号・ハコダテメジャー号・プライムエルフ号・

ラブリーモーション号・ルーレットエルフ号

第２回 新潟競馬 第６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



20063 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10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

24 ブラインドデート 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 466± 01：36．0 4．5�
23 ジャストポケット 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 504＋ 41：36．74 46．6�
48 レミニシェンザ 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456－ 41：37．12� 129．5�
59 シ ャ ト ン 牝3黒鹿54 野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 458＋ 4 〃 ハナ 15．6�
612 タガノグランサム 牡3栗 56 藤井勘一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B490－ 21：37．2� 24．9�
12 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 川田 将雅近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：37．62� 3．3	
36 パ イ ネ 牝3黒鹿54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434± 01：37．7� 4．3�
611 コパノカリブ 牝3栗 54 木幡 巧也小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458± 0 〃 クビ 36．3�
714 バ イ カ ル 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ムラカミファーム 488＋36 〃 アタマ 27．4
35 ウィンディスペル 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432－ 21：38．01� 64．8�
11 ベルリオーズ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新�須野牧場 藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 426＋ 21：38．1� 98．3�
713 エ ル ゴ ル ド 牡3青鹿56 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B482＋101：38．41� 13．2�
817 ガレットデロワ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 406＋ 6 〃 クビ 27．5�
818 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 454－ 61：38．5� 9．3�
816 ディープレーン 牝3鹿 54 小崎 綾也 
ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 21：38．6クビ 55．0�
510 ウィスキーキャット 牝3鹿 54 �島 良太天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 ダイヤモンドファーム 436＋141：39．77 312．3�
47 ナショナルアンセム 牝3鹿 54 西田雄一郎 
グリーンファーム矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋101：40．23 206．8�
715 パステルリリー 牝3鹿 54 �島 克駿草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 464 ―1：40．73 28．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 59，623，300円 複勝： 85，223，400円 枠連： 20，096，600円
馬連： 92，913，300円 馬単： 36，998，000円 ワイド： 83，081，300円
3連複： 143，385，400円 3連単： 141，050，200円 計： 662，371，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 230円 � 1，140円 � 3，060円 枠 連（2－2） 11，170円

馬 連 �� 10，270円 馬 単 �� 16，440円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 12，820円 �� 33，500円

3 連 複 ��� 401，260円 3 連 単 ��� 1，859，290円

票 数

単勝票数 計 596233 的中 � 104225（3番人気）
複勝票数 計 852234 的中 � 124319（3番人気）� 17600（12番人気）� 6290（16番人気）
枠連票数 計 200966 的中 （2－2） 1394（25番人気）
馬連票数 計 929133 的中 �� 7009（30番人気）
馬単票数 計 369980 的中 �� 1687（53番人気）
ワイド票数 計 830813 的中 �� 6749（32番人気）�� 1665（84番人気）�� 635（120番人気）
3連複票数 計1433854 的中 ��� 268（447番人気）
3連単票数 計1410502 的中 ��� 55（2290番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．5―12．4―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．7―48．2―1：00．6―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．4
3 11，14（3，15）（1，9，18）12，4，10（5，6，13）－（8，7）（16，17）2 4 11，14，3（9，15）（1，18）4（6，12）5（13，10）（8，7）16（2，17）

勝馬の
紹 介

ブラインドデート �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2020．6．7 阪神10着

2017．2．25生 牝3黒鹿 母 ギャルソンヌ 母母 Totally Cosmic 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 レミニシェンザ号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番・6

番・18番）
エルゴルド号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

〔その他〕 パステルリリー号は，最後の直線コース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〕 ナショナルアンセム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月9日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シセイニシキ号・テクノポリス号・ヒルノパルマ号・ラストブラッサム号
（非抽選馬） 3頭 ゲームアルアル号・フレーヴォ号・レッドマリアベール号

20064 8月9日 雨 不良 （2新潟2） 第6日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時40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

34 � ロイヤルパープル �3芦 56 内田 博幸ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-
stock Limited B496－ 41：53．6 36．0�

610 ヴァシリアス 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B494－ 6 〃 ハナ 4．7�
47 ブライトンビーチ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良坂巻 勝彦氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 8．4�
611� リチュアルダンス 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 尾関 知人 愛 Ballylinch

Stud 500－101：53．81	 43．6�
11 サンデージュピター 牝3鹿 54 和田 竜二杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 482－10 〃 ハナ 11．7�
713 ビ ジ ョ 牝3栗 54 武士沢友治 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか 下屋敷牧場 468＋ 21：53．9	 19．2	
22 クリノガオガオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 日高 若林 順一 458＋ 61：54．11
 92．0

712 キングインパクト 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 508－10 〃 アタマ 6．0�
815 レッドエランドール 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B510＋ 41：54．2� 2．1�
59 マリアネージュ 牝3芦 54 小牧 太 �友駿ホースクラブ 松永 幹夫 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 61：56．7大差 29．9
814� ジ ュ フ ォ ン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真�ノースヒルズ 和田正一郎 米
Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

504± 01：56．8� 113．1�
46 マテラアシスト 牡3黒鹿56 藤井勘一郎大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 B452－ 21：57．33 147．8�
35 � サンメディル 牡3鹿 56 川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

490＋ 81：57．51
 44．4�
58 ス コ ー レ 牡3鹿 56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 B534－ 21：58．45 179．1�
23 グリーンスナップ 牝3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 462－141：59．14 235．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，223，700円 複勝： 85，845，800円 枠連： 17，085，700円
馬連： 91，175，700円 馬単： 45，959，200円 ワイド： 85，003，000円
3連複： 142，682，700円 3連単： 178，225，500円 計： 706，201，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 740円 � 180円 � 250円 枠 連（3－6） 3，250円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 22，580円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，750円 �� 610円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 184，320円

票 数

単勝票数 計 602237 的中 � 13355（8番人気）
複勝票数 計 858458 的中 � 23850（9番人気）� 152158（2番人気）� 90419（3番人気）
枠連票数 計 170857 的中 （3－6） 4064（12番人気）
馬連票数 計 911757 的中 �� 9116（20番人気）
馬単票数 計 459592 的中 �� 1526（48番人気）
ワイド票数 計 850030 的中 �� 11643（19番人気）�� 7636（27番人気）�� 38372（5番人気）
3連複票数 計1426827 的中 ��� 6517（45番人気）
3連単票数 計1782255 的中 ��� 701（378番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．5―13．0―12．5―12．9―13．1―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．8―48．8―1：01．3―1：14．2―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ロイヤルパープル �
�
父 Pivotal �

�
母父 Tapit デビュー 2019．12．7 中山2着

2017．4．24生 �3芦 母 Royal Crystal 母母 Twilight Spectre 6戦1勝 賞金 8，410，000円
〔発走状況〕 マリアネージュ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーンスナップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月9日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランチーノ号・メイショウアサヒ号
（非抽選馬） 9頭 アズマオウ号・アルコンシチー号・クリノビックスター号・グレイトムーン号・コスモオーブ号・

サムシングフォー号・ピンクシップ号・ペイシャバレー号・ロッシュローブ号



20065 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時30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
2：01．8
1：58．9

良
良

814 ランドオブリバティ 牡2鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466 ―2：05．7 7．4�
22 スパイラルノヴァ 牡2黒鹿54 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 472 ― 〃 アタマ 8．5�
58 トーセンインパルス 牡2黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 480 ― 〃 クビ 5．9�
23 ヴィルヘルム 牡2青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494 ―2：06．44 2．3	
11 ショレアドルチェ 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来 �YGGホースクラブ 寺島 良 日高 奥山 博 442 ―2：06．93 25．5

611 ディクテイター 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 518 ―2：07．11 9．8�
712 ラ カ ン 牡2黒鹿54 丸山 元気本田 恒雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 452 ― 〃 クビ 49．9�
47 � コスモシェルパ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 438 ―2：07．2� 25．8
35 ケイティレジェンド 牡2鹿 54 中井 裕二瀧本 和義氏 村山 明 日高 前野牧場 462 ―2：07．3クビ 96．3�
815 アームストロング 牡2黒鹿54 幸 英明塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 490 ―2：07．51� 15．6�
34 アレデラヴァン 	2鹿 54

52 △菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 506 ―2：08．13� 43．4�
59 タンジェントアーク 牡2黒鹿54 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 430 ―2：08．2クビ 86．7�
46 カ ガ ブ ル ー 牡2鹿 54 江田 照男香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 452 ―2：08．52 108．8�
610 ト ラ キ チ 牡2栗 54 木幡 巧也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 ヒダカフアーム 524 ―2：11．4大差 139．7�
713 リゼバーミリオン 牡2栗 54 吉田 豊飯田 訓大氏 土田 稔 日高 本間牧場 462 ― （競走中止） 91．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，223，100円 複勝： 64，804，700円 枠連： 17，770，900円
馬連： 79，744，400円 馬単： 36，540，700円 ワイド： 66，604，200円
3連複： 116，845，500円 3連単： 131，387，400円 計： 583，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 250円 � 200円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 730円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 35，370円

票 数

単勝票数 計 702231 的中 � 79174（3番人気）
複勝票数 計 648047 的中 � 55994（5番人気）� 67045（3番人気）� 91402（2番人気）
枠連票数 計 177709 的中 （2－8） 30165（1番人気）
馬連票数 計 797444 的中 �� 16694（14番人気）
馬単票数 計 365407 的中 �� 4606（20番人気）
ワイド票数 計 666042 的中 �� 10765（17番人気）�� 23981（6番人気）�� 20597（8番人気）
3連複票数 計1168455 的中 ��� 18235（14番人気）
3連単票数 計1313874 的中 ��� 2693（100番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．1―14．1―13．3―12．8―12．5―12．2―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―37．8―51．9―1：05．2―1：18．0―1：30．5―1：42．7―1：54．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランドオブリバティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi 初出走

2018．4．27生 牡2鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リゼバーミリオン号は，競走中に疾病〔左前腕骨複骨折〕を発症し，2コーナーで転倒したため競走中止。
※カガブルー号・ケイティレジェンド号・ショレアドルチェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20066 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走13時00分 （芝・左・外）

牝；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
1：33．4
1：32．3

良
良

59 インフィナイト 牝2黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490 ―1：37．5 3．8�
48 ベルヴォーグ 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：37．92� 5．5�
714 トーセンメラニー 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 460 ―1：38．53� 37．6�

11 バライロノキセキ 牝2鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 462 ―1：38．82 19．8�
816 ヤマタケヴォランテ 牝2栗 54

52 △菅原 明良山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ―1：39．22 63．9	
817 ラブカプチーノ 牝2芦 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 498 ― 〃 クビ 23．1

713 マリブスターソング 牝2鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 ハナ 22．9�
24 ル ー ス 牝2栗 54 太宰 啓介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 490 ―1：39．3クビ 8．8�
36 ニシノソメイノ 牝2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418 ― 〃 ハナ 13．4
510 ダンスインザレイン 牝2鹿 54 武藤 雅矢野まり子氏 水野 貴広 新ひだか 山際牧場 422 ―1：39．62 109．9�
818 スカーレットテイル 牝2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400 ―1：40．23� 11．6�
611 ノーティーガール 牝2栗 54 福永 祐一藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 478 ―1：40．41� 6．3�
47 タガノミューコ 牝2黒鹿54 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456 ― 〃 アタマ 28．5�
12 アラカザーム 牝2栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 462 ―1：40．93 60．9�
35 ラストシャトル 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 424 ―1：41．11� 215．6�
715 ベ ル ス テ ラ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 日高 長谷川牧場 436 ―1：41．31 20．7�
612 センシティブガール 牝2黒鹿54 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 千歳 社台ファーム 374 ―1：41．83 79．1�
23 カンタベリーパール 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 436 ―1：42．01� 190．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，698，000円 複勝： 66，649，400円 枠連： 19，913，700円
馬連： 83，743，700円 馬単： 32，729，500円 ワイド： 71，553，900円
3連複： 124，068，800円 3連単： 115，919，700円 計： 574，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 190円 � 860円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，500円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 13，320円 3 連 単 ��� 47，770円

票 数

単勝票数 計 596980 的中 � 132276（1番人気）
複勝票数 計 666494 的中 � 125205（1番人気）� 95919（2番人気）� 14615（12番人気）
枠連票数 計 199137 的中 （4－5） 19118（1番人気）
馬連票数 計 837437 的中 �� 73386（1番人気）
馬単票数 計 327295 的中 �� 15381（1番人気）
ワイド票数 計 715539 的中 �� 47617（1番人気）�� 6987（27番人気）�� 5184（38番人気）
3連複票数 計1240688 的中 ��� 6982（37番人気）
3連単票数 計1159197 的中 ��� 1759（120番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．1―13．3―12．7―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―49．8―1：02．5―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 7（9，13）（8，17）1（6，16）（4，11，14）（3，2，18）－15，5－（10，12） 4 ・（7，9）13（1，8，17）18（6，16）（4，11，14）3，2，5，15（10，12）

勝馬の
紹 介

インフィナイト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2018．1．22生 牝2黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 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。
※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。
（非当選馬） 9頭 キュン号・グリーンシュート号・ケイティローズ号・サンミラー号・トーセンサンドラ号・ピックアペタル号・

ファーブラ号・ブルーダイヤ号・リーベ号



20067 8月9日 雨 不良 （2新潟2） 第6日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時30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

815 メモワールミノル 牡3芦 54
52 △菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：10．1 8．1�

611 ノーブルプルート 牝6鹿 55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 486－ 81：10．31� 16．1�
46 コールザチューン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 492＋ 41：11．04 10．6�
35 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 512＋ 41：11．21� 11．6�
712 クィーンアドバンス 牝3青 52

51 ☆菊沢 一樹柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 472＋ 21：11．3	 35．3�
58 チ ャ ン ダ ナ 牝4芦 55

54 ☆木幡 育也�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 474± 01：11．4クビ 68．5	
610 ガ チ コ 牝6鹿 55

54 ☆富田 暁�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 476＋ 41：11．5
 67．6

11 � エ ル ズ リ ー 牝4栗 55

54 ☆岩田 望来 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan

d Farm 516＋16 〃 ハナ 71．6�
814 ケイアイピハ 牡3栗 54 野中悠太郎亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 440± 0 〃 アタマ 21．1
47 � ラブリースパイス 牝6栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 438－ 21：11．71� 36．8�
59 アミュリオン 牡4栗 57 江田 照男 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 466－ 61：11．91� 59．9�
22 ナムラシェパード 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 480＋101：12．0	 2．5�
23 ネイチャーカレン 牡3黒鹿54 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 458＋ 41：12．21� 26．9�
713� アースコレクション 牡7鹿 57 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

B518＋ 81：12．41� 15．8�
34 � プレシャスガール 牝3黒鹿 52

51 ☆斎藤 新 �京都ホースレーシング 藤岡 健一 米 Gilgai Farm 474＋ 21：13．35 4．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 58，870，900円 複勝： 80，952，100円 枠連： 20，645，100円
馬連： 107，955，900円 馬単： 43，031，700円 ワイド： 91，624，100円
3連複： 164，506，200円 3連単： 180，119，900円 計： 747，705，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 380円 � 550円 枠 連（6－8） 4，080円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，400円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 29，630円 3 連 単 ��� 185，220円

票 数

単勝票数 計 588709 的中 � 57770（3番人気）
複勝票数 計 809521 的中 � 87103（3番人気）� 54956（6番人気）� 35312（7番人気）
枠連票数 計 206451 的中 （6－8） 3916（15番人気）
馬連票数 計1079559 的中 �� 13139（19番人気）
馬単票数 計 430317 的中 �� 2505（43番人気）
ワイド票数 計 916241 的中 �� 12019（20番人気）�� 9867（25番人気）�� 6850（36番人気）
3連複票数 計1645062 的中 ��� 4164（90番人気）
3連単票数 計1801199 的中 ��� 705（540番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．0―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモワールミノル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．9．14 中山5着

2017．4．8生 牡3芦 母 ティンクルチャーミ 母母 ピサノベネチアン 10戦2勝 賞金 18，400，000円
〔制裁〕 ネイチャーカレン号の調教師根本康広は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アタミ号・グランミューク号・クリノクノイチ号・ゴムマリ号・スズカコーズマンボ号・セイクリッドサン号・

メイショウゼッケイ号・モーンストルム号・ワンダーダイカネン号

20068 8月9日 雨 不良 （2新潟2） 第6日 第8競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （芝・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
2：10．8
2：09．7

良
良

22 エレヴァテッツァ 牝3鹿 52 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋202：18．0 7．8�

44 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 480＋ 42：18．21� 15．9�
33 メ ラ ー キ 牡3青鹿54 川田 将雅大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 アタマ 4．3�
69 シャイニングデイズ 牡4鹿 57 三浦 皇成杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B476＋ 2 〃 クビ 53．2�
11 エドノフェリーチェ 牝3芦 52 津村 明秀遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B450－ 22：18．3クビ 4．7�
711 クリノオウジャ 牡4鹿 57 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 442± 0 〃 ハナ 5．8	
710 ハナビマンカイ 牡3芦 54

53 ☆岩田 望来廣崎利洋HD
 藤原 英昭 洞	湖 レイクヴィラファーム 454＋ 42：18．61
 21．1�
45 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B468＋ 22：18．7� 18．1�
56 � ブライトロージー 牝5栗 55 松若 風馬 �ダイヤモンドファーム 村山 明 千歳 社台ファーム 496－ 42：18．91� 105．0
68 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57 内田 博幸本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 476－ 2 〃 ハナ 70．6�
57 マコトジュズマル 牡4栗 57

55 △菅原 明良
ディアマント 島 一歩 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：19．0� 39．7�
812 ムーンショット 牡3鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 22：19．21 3．6�
813� スターオブジーン 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 378＋ 82：19．83� 188．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 57，831，400円 複勝： 82，042，100円 枠連： 17，757，600円
馬連： 110，977，300円 馬単： 43，483，100円 ワイド： 84，334，300円
3連複： 162，701，300円 3連単： 176，974，300円 計： 736，101，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 360円 � 200円 枠 連（2－4） 3，400円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 11，530円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 770円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 8，620円 3 連 単 ��� 63，390円

票 数

単勝票数 計 578314 的中 � 59093（5番人気）
複勝票数 計 820421 的中 � 69934（5番人気）� 54270（6番人気）� 123881（4番人気）
枠連票数 計 177576 的中 （2－4） 4042（15番人気）
馬連票数 計1109773 的中 �� 12331（25番人気）
馬単票数 計 434831 的中 �� 2827（46番人気）
ワイド票数 計 843343 的中 �� 10535（25番人気）�� 29149（8番人気）�� 16749（15番人気）
3連複票数 計1627013 的中 ��� 14141（30番人気）
3連単票数 計1769743 的中 ��� 2024（226番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．6―13．5―14．1―13．4―12．8―12．7―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―35．4―48．9―1：03．0―1：16．4―1：29．2―1：41．9―1：54．2―2：06．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレヴァテッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．11．10 京都3着

2017．5．17生 牝3鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 4戦2勝 賞金 14，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



20069 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第9競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走14時35分 （芝・直線）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 トーホウレジーナ 牝6栗 55 藤田菜七子東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 498＋ 6 56．6 2．5�

816 ポートナイトサイト 牝5栗 55 岩田 望来ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 488＋ 8 56．7� 8．0�
715 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B518＋12 56．8
 23．6�
612 ア ー ヒ ラ 牝5芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 444－ 2 56．9
 69．9�
611 ニシノコデマリ 牝5鹿 55 丸山 元気西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 436＋ 8 57．11� 12．5	
714 ホウオウスクラム 牡5栗 57 武藤 雅小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 514－ 6 57．31� 9．7

59 アルミューテン 牝6栗 55 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 502＋ 2 57．4
 8．3�
817 ゴールドパッキャオ 牡5栗 57 斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B484＋ 4 57．61� 27．0�
24 ファストアズエバー 牝4芦 55 戸崎 圭太 �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 470± 0 57．81� 17．8
510 スノードーナツ 牝6黒鹿55 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 492－ 8 57．9� 50．2�
12 ア ゴ ベ イ 牝4鹿 55 石橋 脩ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 6 58．21
 41．6�
48 コンピレーション �6黒鹿57 西田雄一郎 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 2 58．3� 10．1�
713 フジマサアクトレス 牝7鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B472＋ 6 58．4
 94．3�
23 シャイニールミナス 牝3鹿 52 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 460± 0 58．61� 14．6�
36 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 494＋14 58．7クビ 136．4�
11 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470± 0 58．8� 78．0�
47 サウンドドゥイット 牡8鹿 57 川又 賢治増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454－ 2 59．11
 214．6�
35 ジュンパッション 牡5芦 57 M．デムーロ河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B480± 0 59．63 27．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，376，500円 複勝： 100，690，200円 枠連： 39，128，100円
馬連： 172，788，500円 馬単： 69，162，000円 ワイド： 121，451，100円
3連複： 284，000，800円 3連単： 288，885，000円 計： 1，156，482，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 310円 � 680円 枠 連（8－8） 790円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，450円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 29，500円

票 数

単勝票数 計 803765 的中 � 252228（1番人気）
複勝票数 計1006902 的中 � 267714（1番人気）� 73305（6番人気）� 28090（11番人気）
枠連票数 計 391281 的中 （8－8） 38249（3番人気）
馬連票数 計1727885 的中 �� 95948（4番人気）
馬単票数 計 691620 的中 �� 28958（3番人気）
ワイド票数 計1214511 的中 �� 48091（4番人気）�� 21209（14番人気）�� 11123（33番人気）
3連複票数 計2840008 的中 ��� 22319（23番人気）
3連単票数 計2888850 的中 ��� 7099（64番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．3―44．7

上り4F44．7－3F34．2
勝馬の
紹 介

トーホウレジーナ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．19生 牝6栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 25戦4勝 賞金 57，395，000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 コスモリモーネ号・パッションチカ号・マリノディアナ号

20070 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．8．3以降2．8．2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 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

69 � ターキッシュパレス 牡3青鹿53 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 476＋ 42：01．8 6．8�
33 ア ド ラ ー タ 牝5鹿 53 松若 風馬 �社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 02：01．9� 14．9�
610 ル リ ア ン 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 1．9�
11 ストロングレヴィル 牡6黒鹿54 M．デムーロ村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 62：02．11	 20．9�
58 シーオブザムーン 牝4青鹿52 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468± 02：02．31	 7．6�
34 ハギノカエラ 牝7栗 53 戸崎 圭太安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 438＋ 82：02．61� 14．6	
712 ディアシューター 牡6黒鹿54 岩田 康誠ディアレストクラブ
 高木 登 浦河 中島牧場 500－ 2 〃 クビ 28．3�
57 シーリアスラブ 牡4鹿 54 和田 竜二吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460± 02：02．7� 39．4�
22 トゥーフラッシー 牝4鹿 52 山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 462－ 82：03．12� 33．2
46 フォーラウェイ 牡7鹿 55 菊沢 一樹 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454± 02：03．2� 32．4�
711 ウイングセクション 牡5栗 54 荻野 極 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 22：03．51� 21．9�
45 メイショウカミシマ 牡6黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 456－ 42：03．6� 53．8�
813� ディライトプロミス 牝5鹿 52 岩田 望来 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 472± 02：03．7� 10．5�

814 シャインアロー �8栗 53 菅原 明良岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 462－122：03．9� 153．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 74，638，000円 複勝： 105，302，400円 枠連： 29，540，300円
馬連： 159，168，100円 馬単： 71，848，500円 ワイド： 115，311，900円
3連複： 249，521，500円 3連単： 327，380，800円 計： 1，132，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 330円 � 110円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 12，460円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 420円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 40，370円

票 数

単勝票数 計 746380 的中 � 86746（2番人気）
複勝票数 計1053024 的中 � 88380（3番人気）� 54410（6番人気）� 381832（1番人気）
枠連票数 計 295403 的中 （3－6） 43982（1番人気）
馬連票数 計1591681 的中 �� 18614（21番人気）
馬単票数 計 718485 的中 �� 4323（32番人気）
ワイド票数 計1153119 的中 �� 15972（20番人気）�� 75525（2番人気）�� 44635（5番人気）
3連複票数 計2495215 的中 ��� 52229（8番人気）
3連単票数 計3273808 的中 ��� 5878（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．6―47．4―1：00．0―1：12．3―1：24．9―1：36．9―1：49．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ターキッシュパレス �
�
父 Golden Horn �

�
母父 Diktat デビュー 2019．11．23 東京1着

2017．4．5生 牡3青鹿 母 Regency Romance 母母 Criquette 6戦3勝 賞金 29，894，000円
〔騎手変更〕 シャインアロー号の騎手吉田豊は，第5競走での落馬負傷のため菅原明良に変更。
〔発走状況〕 ウイングセクション号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ウイングセクション号は，発走調教再審査。

１レース目 ３レース目



20071 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第12回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

11 ケンシンコウ 牡3鹿 56 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 478＋ 21：49．2レコード 22．3�
47 ミヤジコクオウ 牡3青鹿56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 506± 01：49．62� 4．8�
22 ブランクチェック 牝3栗 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 41：49．7� 10．9�
34 デュードヴァン 牡3鹿 56 川田 将雅 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 472＋ 21：50．01� 3．0�
713	 ニュートンテソーロ 牡3鹿 56 北村 友一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC B494＋141：50．63� 43．8�

35 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 432± 01：50．7� 92．9	
46 ラインベック 牡3黒鹿56 M．デムーロ 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 488＋121：50．8� 5．6

23 タイガーインディ 牡3黒鹿56 
島 克駿伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454＋ 61：50．9� 16．9�
58 ダンツエリーゼ 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 520－101：51．11� 52．8�
611 フレイムウィングス 牡3青鹿56 西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋101：51．52� 31．5
814 フリーフロー 牡3栗 56 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470± 01：52．13� 60．6�
610 ライトウォーリア 牡3鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：52．52� 5．8�
815 フェイバリット 牡3黒鹿56 原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 21：52．6� 202．0�
712 バンクオブクラウズ 牡3芦 56 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 61：52．91� 31．5�
59 メイショウダジン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460－ 8 〃 クビ 27．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 251，253，700円 複勝： 290，908，200円 枠連： 116，457，200円 馬連： 639，138，800円 馬単： 227，538，500円
ワイド： 438，480，400円 3連複： 1，218，694，800円 3連単： 1，470，008，900円 5重勝： 699，344，100円 計： 5，351，824，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 550円 � 200円 � 320円 枠 連（1－4） 3，180円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 12，800円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 2，620円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 14，320円 3 連 単 ��� 122，050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����� 3，736，950円

票 数

単勝票数 計2512537 的中 � 89960（7番人気）
複勝票数 計2909082 的中 � 119368（8番人気）� 452735（2番人気）� 226579（5番人気）
枠連票数 計1164572 的中 （1－4） 28325（12番人気）
馬連票数 計6391388 的中 �� 97753（18番人気）
馬単票数 計2275385 的中 �� 13324（49番人気）
ワイド票数 計4384804 的中 �� 68216（19番人気）�� 42139（32番人気）�� 112015（8番人気）
3連複票数 計12186948 的中 ��� 63789（50番人気）
3連単票数 計14700089 的中 ��� 8732（394番人気）
5重勝票数 差引計6993441（返還計1204416） 的中 ����� 131

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．6―12．4―11．9―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．7―48．3―1：00．7―1：12．6―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンシンコウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．11．30 中山4着

2017．3．6生 牡3鹿 母 マトゥリアルカ 母母 アマノミツルギ 7戦3勝 賞金 63，536，000円
〔発走状況〕 メイショウダジン号は，枠入り不良・発進不良〔出遅れ〕。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 メイショウダジン号は，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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アポロアベリア号・エイシンアメンラー号・エバンタイユドール号・エピキュール号・キッズアガチャー号・

ショウナンマリオ号・デルマオニキス号・テーオーケインズ号・ハギノアレグリアス号・ヒロイックテイル号・
プロヴィデンス号・メイショウカズサ号・ラストマン号

20072 8月9日 曇 不良 （2新潟2） 第6日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

48 アルピニズム 牡3鹿 54
52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 490＋ 61：21．5 10．1�

612 ノルカソルカ 牡3栗 54 幸 英明幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 494＋ 81：21．92� 3．6�
12 オルトルート 牝5栗 55 戸崎 圭太村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470＋16 〃 クビ 40．7�
715 スペースクラフト 	4芦 57 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B494＋ 61：22．21
 22．9�
47 オウケンファイター 牡3青鹿54 西村 淳也福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 510＋ 61：22．51
 74．8�
59 ラパンセソバージュ 牡3栗 54 M．デムーロ�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 464＋ 8 〃 クビ 4．6	
23 チュウワジョーダン 	3黒鹿54 丸山 元気中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 452－ 61：22．6クビ 32．6

11 グレンフィナン 	5鹿 57

56 ☆木幡 育也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B494＋ 8 〃 ハナ 33．5�
24 プリモプレミオ 牝4黒鹿55 柴田 大知堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 452＋ 81：22．7� 229．1
817 ジャミールフエルテ 	4鹿 57 福永 祐一吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462－141：22．8
 9．3�
714 レリスタット 牝3青鹿52 柴田 善臣�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 460＋141：23．22� 12．6�
816� ザスリーサーティ 牡5青鹿57 内田 博幸諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478－ 61：23．3� 127．7�
611� クリーンガーベラ 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 浦河 高昭牧場 474＋181：23．4
 313．7�
713 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 52 川田 将雅 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：23．5
 7．3�
36 マイネルホイッスル 牡3黒鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 466－101：23．6クビ 14．0�
818 エ ル メ ー ム 牝3鹿 52

50 △菅原 明良�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 478＋ 4 〃 クビ 31．9�

35 ル ク ル ト 牡3鹿 54
53 ☆斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 452－ 21：24．13 15．5�
510 ラフェリシテ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋20 （競走中止） 63．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 129，209，000円 複勝： 174，788，700円 枠連： 60，283，200円
馬連： 271，039，300円 馬単： 97，297，100円 ワイド： 216，988，000円
3連複： 443，048，600円 3連単： 480，399，500円 計： 1，873，053，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 320円 � 160円 � 820円 枠 連（4－6） 1，820円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 770円 �� 5，170円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 21，590円 3 連 単 ��� 112，490円

票 数

単勝票数 計1292090 的中 � 102119（5番人気）
複勝票数 計1747887 的中 � 133572（5番人気）� 364623（1番人気）� 42953（13番人気）
枠連票数 計 602832 的中 （4－6） 25630（8番人気）
馬連票数 計2710393 的中 �� 114826（4番人気）
馬単票数 計 972971 的中 �� 16282（13番人気）
ワイド票数 計2169880 的中 �� 75996（4番人気）�� 10431（58番人気）�� 24392（26番人気）
3連複票数 計4430486 的中 ��� 15387（65番人気）
3連単票数 計4803995 的中 ��� 3096（336番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―11．4―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―33．9―45．3―57．2―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．2
3 ・（8，12）5（3，4）18－（2，6，13）－9，7，14－（15，11）17－16－1，10 4 ・（8，12）－（3，4，5）（2，18）（6，13）（7，9）14，15（11，17）－16－1

勝馬の
紹 介

アルピニズム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．19 中山3着

2017．3．4生 牡3鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 6戦2勝 賞金 16，270，000円
〔発走状況〕 ルクルト号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻6分遅

延。
〔競走中止〕 ラフェリシテ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ルクルト号の騎手斎藤新は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

ラパンセソバージュ号の騎手M．デムーロは，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：14番・17番）
エルメーム号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルクルト号は，令和2年8月10日から令和2年8月30日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調
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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イザラ号・スマートレジーナ号・タイセイトレンディ号・ホープホワイト号

５レース目

〔調教再審査〕 メイショウダジン号は，枠入りが不良であったことについて発走調教再審査。



（2新潟2）第6日 8月9日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 192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

241，800，000円
5，620，000円
25，450，000円
1，720，000円
28，760，000円
80，466，000円
5，535，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
1，027，643，800円
1，305，338，700円
397，236，200円
1，989，125，800円
787，218，400円
1，542，668，000円
3，330，562，800円
3，789，501，900円
699，344，100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 14，868，639，700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6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。



令和2年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，139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

1，315，920，000円
21，990，000円
153，400，000円
9，910，000円
152，940，000円
482，124，000円
33，102，000円
10，934，400円

勝馬投票券売得金
5，514，849，500円
7，610，278，600円
2，136，603，100円
10，416，978，800円
4，232，620，600円
8，340，897，200円
17，114，870，400円
19，333，785，000円
4，764，296，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 79，465，179，800円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回新潟競馬は，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。


