
22001 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1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

47 スペシャルドラマ 牡2鹿 54 戸崎 圭太大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：48．2 4．7�
23 サンズオブタイム 牡2黒鹿54 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－10 〃 クビ 26．0�
59 ファビュラスノヴァ 牡2栗 54 M．デムーロ�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 470＋ 61：48．41� 6．0�
818 セ ル ジ ュ 牡2鹿 54

53 ☆岩田 望来多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 470± 0 〃 アタマ 73．9�
24 グローエルディング 牡2芦 54 木幡 巧也伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 宮内牧場 480－ 21：48．72 182．7�
35 ディアマンテール 牡2青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．8クビ 3．7	
612 セイウンゴールド 牡2青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 470－ 6 〃 アタマ 5．9

715 スバラシイヒビ 牡2栗 54 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 466＋ 21：49．11	 10．6�
816 ヴィクトールアイ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 472＋ 2 〃 クビ 42．2�
36 コスモオニアシゲ 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 438± 01：49．52
 22．3
817� コスモカルティエ 牡2栗 54 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 450－ 21：49．6
 12．8�
12 ジャストビフォー 牡2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 454＋ 21：49．92 367．7�
714 ミスジョーダン 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 460－ 4 〃 アタマ 410．7�
48 カミヤガルーラ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 B454－101：50．43 250．3�
611 エ ー ア イ 牡2鹿 54

52 △菅原 明良�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 444＋ 21：50．72 69．7�
11 ナイトアルニラム 牡2鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 41：50．91
 131．3�
510 ヤマニンデンファレ 牝2芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 454－ 21：51．43 25．2�
713 エコロペガサス 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 日高 坂 牧場 418－ 41：51．61 161．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，428，600円 複勝： 80，088，600円 枠連： 15，622，500円
馬連： 78，128，200円 馬単： 32，420，900円 ワイド： 72，066，300円
3連複： 125，406，900円 3連単： 114，917，200円 計： 564，079，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 530円 � 190円 枠 連（2－4） 4，990円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 570円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 72，000円

票 数

単勝票数 計 454286 的中 � 80159（2番人気）
複勝票数 計 800886 的中 � 133612（2番人気）� 30748（8番人気）� 117628（3番人気）
枠連票数 計 156225 的中 （2－4） 2425（18番人気）
馬連票数 計 781282 的中 �� 8468（25番人気）
馬単票数 計 324209 的中 �� 3101（29番人気）
ワイド票数 計 720663 的中 �� 10096（19番人気）�� 34501（4番人気）�� 7800（29番人気）
3連複票数 計1254069 的中 ��� 8524（34番人気）
3連単票数 計1149172 的中 ��� 1157（213番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．5―12．4―12．0―11．7―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．1―47．6―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．2
3 ・（5，7）（3，10）（9，15）（4，12，17）11（14，16）（8，18）（13，6）（2，1） 4 ・（5，7）10（3，9，15）（4，12，17）（11，16）14（18，6）（8，1）（2，13）

勝馬の
紹 介

スペシャルドラマ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．5 福島5着

2018．2．28生 牡2鹿 母 アドマイヤキュート 母母 ロージーミスト 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 コスモカルティエ号の騎手武藤雅は，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）
※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。
（非当選馬） 2頭 ケルト号・マイネルレガシー号

22002 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時45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

47 エリモグリッター �3鹿 56 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 456± 01：11．6 3．2�
22 チートコード 牡3鹿 56 田辺 裕信�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 B510＋101：11．7� 6．4�
713 マイルポスト 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：12．55 5．7�
611 ショシカンテツ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 504＋ 61：12．6クビ 8．9�
815 ショーショーショー 牡3栃栗56 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 522＋ 4 〃 ハナ 7．5�
58 ケイアイロトルア 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 松田牧場 468± 01：12．81	 8．7	
46 ジ ュ ズ マ ル 牡3鹿 56 江田 照男山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 496± 01：13．01 20．3

59 レジイナアン 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 488－ 81：13．32 31．7�
23 ペイシャタイム 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 小手川 準 新ひだか 三木田 明仁 464 ― 〃 ハナ 152．6�
11 ツキマデトドケ 牡3栗 56 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 浦河 栄進牧場 488＋ 81：13．4	 10．1
35 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 490＋ 41：13．82 18．9�
610 パ ベ ー ダ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介髙岡 浩行氏 松山 将樹 新冠 村上牧場 432－ 41：14．12 477．8�
34 トマティーナ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 430－ 4 〃 ハナ 152．2�
814 カイエトゥール 牝3栗 54 野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 高柳 隆男 490＋ 61：14．2	 175．6�
712 シーブックカフェ 牡3青鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 464＋141：15．69 196．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，047，900円 複勝： 71，240，700円 枠連： 11，547，000円
馬連： 72，869，700円 馬単： 31，940，900円 ワイド： 64，112，400円
3連複： 108，743，200円 3連単： 107，185，300円 計： 509，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 410円 �� 520円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 420479 的中 � 102794（1番人気）
複勝票数 計 712407 的中 � 162747（1番人気）� 93328（2番人気）� 75801（4番人気）
枠連票数 計 115470 的中 （2－4） 9116（2番人気）
馬連票数 計 728697 的中 �� 50341（1番人気）
馬単票数 計 319409 的中 �� 13206（1番人気）
ワイド票数 計 641124 的中 �� 42189（1番人気）�� 31531（3番人気）�� 19216（11番人気）
3連複票数 計1087432 的中 ��� 37390（1番人気）
3連単票数 計1071853 的中 ��� 8087（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―12．2―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモグリッター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京11着

2017．5．5生 �3鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 8戦1勝 賞金 11，170，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 シゲルメイオウセイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ファインラン号・ホトダニー号・マニールリッヒ号・メガフロート号

第３回 新潟競馬 第１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



22003 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：56．1

良
良

48 ローズパルファン 牝3鹿 54 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 434＋ 42：03．6 6．3�
12 スパニッシュアート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 416＋ 22：04．02� 21．5�
36 ブラウローゼン 牝3芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 クビ 4．6�
817 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 446＋ 42：04．1� 3．2�
11 チャオコーリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 22：04．41� 9．5	
23 カフェメモワール 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 454－ 62：04．82� 51．1

714 カランクール 牝3鹿 54 柴田 善臣�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 476＋10 〃 ハナ 14．2�
611 アネモネテソーロ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 484＋ 22：05．01� 36．3�

818 ブランシュフルール 牝3栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 22：05．1� 4．5

510 ニシノカテリーナ 牝3栗 54
51 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 下屋敷牧場 444－ 22：05．2� 158．2�

24 ラヴイズブルー 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 458－ 62：05．41� 265．8�

35 ハスキージュリー 牝3黒鹿54 内田 博幸渡邊 隆氏 土田 稔 浦河 高野牧場 436± 02：05．61� 28．4�
59 ゲ ス テ ル ン 牝3黒鹿54 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 506＋22 〃 アタマ 208．7�
715 ミライヘノノゾミ 牝3芦 54 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 508＋102：05．81 155．4�
612 クリススキャット 牝3鹿 54 井上 敏樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 492 ―2：06．01� 167．5�
713 エバーバリュー 牝3黒鹿54 武藤 雅宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 402± 02：06．21� 258．1�
47 セレーネグランツ 牝3黒鹿54 江田 照男林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：06．3� 78．6�
816 レディーフラッシュ 牝3鹿 54 杉原 誠人小林 博雄氏 古賀 史生 熊本 ストームファーム

コーポレーション 482＋ 62：06．4� 373．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，716，200円 複勝： 59，559，100円 枠連： 15，504，200円
馬連： 64，009，300円 馬単： 28，584，500円 ワイド： 54，974，600円
3連複： 95，587，300円 3連単： 103，191，100円 計： 458，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 440円 � 200円 枠 連（1－4） 1，710円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 640円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 73，130円

票 数

単勝票数 計 367162 的中 � 46327（4番人気）
複勝票数 計 595591 的中 � 75249（4番人気）� 29360（7番人気）� 85675（3番人気）
枠連票数 計 155042 的中 （1－4） 7024（8番人気）
馬連票数 計 640093 的中 �� 7513（20番人気）
馬単票数 計 285845 的中 �� 2599（30番人気）
ワイド票数 計 549746 的中 �� 6319（25番人気）�� 23261（7番人気）�� 7576（18番人気）
3連複票数 計 955873 的中 ��� 7350（29番人気）
3連単票数 計1031911 的中 ��� 1023（207番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．6―13．2―12．6―12．3―12．0―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．3―36．9―50．1―1：02．7―1：15．0―1：27．0―1：39．2―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ローズパルファン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．12．14 中山12着

2017．4．30生 牝3鹿 母 フロイラインローゼ 母母 アルバローズ 6戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ローズパルファン号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・13番・

18番）
〔3走成績による出走制限〕 セレーネグランツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月15日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネオアマゾネス号

22004 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時45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

610 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B500± 01：55．1 3．3�
35 スズカゴウケツ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474＋ 21：55．2� 4．8�
46 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 M．デムーロ加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 484－ 21：56．15 10．5�
58 パースピレーション 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：56．2� 39．0�
611 スノーレイズ 牝3芦 54

53 ☆木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 438＋ 21：56．83� 56．7�

815 スマートコマンダー 牡3青鹿56 岩田 康誠大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 480± 01：56．9� 3．8	
23 ヴァリアントジョイ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 464＋ 21：57．75 11．9

712 ロードウィリアム 牡3鹿 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 勝春 456＋ 61：58．02 26．3�
34 トーホウカッフェ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 千歳 社台ファーム 508± 01：58．42 191．3�
713 ラブリーモーション 牝3鹿 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B468± 01：58．93 153．7
47 ネ オ デ レ ヤ 牡3栗 56 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 492＋ 81：59．75 20．5�
59 アオイスター 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 458＋ 6 〃 アタマ 270．2�
814 グランチーノ 牝3鹿 54 津村 明秀小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 458－ 62：00．02 47．3�
22 バンデアミール 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508 ―2：00．31� 7．3�
11 ユ ウ ヤ ン グ �3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹澤田 孝之氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－242：01．25 271．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，995，700円 複勝： 64，598，000円 枠連： 12，909，100円
馬連： 68，078，900円 馬単： 29，971，100円 ワイド： 58，803，900円
3連複： 100，376，700円 3連単： 110，978，100円 計： 485，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 160円 � 230円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 340円 �� 530円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 399957 的中 � 95588（1番人気）
複勝票数 計 645980 的中 � 151512（1番人気）� 105851（3番人気）� 57213（6番人気）
枠連票数 計 129091 的中 （3－6） 10713（4番人気）
馬連票数 計 680789 的中 �� 67231（2番人気）
馬単票数 計 299711 的中 �� 14754（3番人気）
ワイド票数 計 588039 的中 �� 46816（2番人気）�� 27714（4番人気）�� 19710（9番人気）
3連複票数 計1003767 的中 ��� 35382（5番人気）
3連単票数 計1109781 的中 ��� 9146（13番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．4―12．6―12．5―12．7―13．2―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．9―49．5―1：02．0―1：14．7―1：27．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチリュウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．2 東京2着

2017．3．3生 牡3黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 11戦1勝 賞金 18，890，000円
〔制裁〕 バンデアミール号の騎手三浦皇成は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンデアミール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月15日まで平地競

走に出走できない。
ユウヤング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月15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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エアリアルシティー号・グレイトムーン号・ケイツーコルナ号・コスモオーブ号・プルークファーレン号
（非抽選馬） 1頭 タイムモーメント号



22005 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

59 イルーシヴパンサー 牡2黒鹿54 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 456 ―1：37．0 3．9�
818 マイネルダグラス 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 490 ―1：37．21� 4．5�
48 � ロンドンネス 牝2鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 宮田 敬介 英

Usk Valley
Stud, Mr Mar-
tin Graham

458 ―1：37．41 8．3�
611 サヴァビアン 牡2栗 54 川須 栄彦岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 418 ― 〃 クビ 21．6�
47 � シュバルツカイザー 牡2芦 54 石橋 脩ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 486 ― 〃 アタマ 5．6�
612 ス ト ラ イ プ 牝2黒鹿54 三浦 皇成佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 500 ― 〃 アタマ 10．9	
24 ハートロック 牡2栗 54 岩田 康誠�パニオロ 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 498 ―1：37．61� 57．2

510 リネンデザイン 牝2栗 54 丸田 恭介戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 494 ―1：37．7クビ 198．6�
816 リズムオブザナイト 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 480 ―1：37．8	 26．4�
713 スプリングムーン 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 418 ― 〃 アタマ 27．7
714 ウインアルバローズ 牡2青鹿54 野中悠太郎�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 464 ― 〃 ハナ 56．7�
11 ブリューナク 牡2鹿 54 柴田 善臣菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 426 ― 〃 ハナ 103．7�
817 テイエムダイアタリ 牡2黒鹿54 田中 勝春竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 500 ―1：38．43	 269．4�
35 ナリノペッパー 牡2芦 54 田辺 裕信成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476 ―1：38．93 11．2�
23 キャメルクラッチ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 410 ―1：39．43 130．9�
715 イ ワ ナ 牡2鹿 54 丸山 元気越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 470 ―1：39．71
 32．0�
12 カンタベリーマッハ 牡2鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 492 ―1：40．12	 159．9�
36 アポロカイト 牡2鹿 54 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 新ひだか 岡野牧場 470 ―1：40．84 63．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，226，100円 複勝： 48，084，700円 枠連： 17，627，400円
馬連： 62，495，300円 馬単： 26，624，000円 ワイド： 51，187，800円
3連複： 90，745，500円 3連単： 88，378，600円 計： 427，369，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 150円 � 230円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 370円 �� 570円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 422261 的中 � 90939（1番人気）
複勝票数 計 480847 的中 � 86501（2番人気）� 92189（1番人気）� 44725（4番人気）
枠連票数 計 176274 的中 （5－8） 18156（3番人気）
馬連票数 計 624953 的中 �� 58959（1番人気）
馬単票数 計 266240 的中 �� 13369（1番人気）
ワイド票数 計 511878 的中 �� 38094（1番人気）�� 22449（4番人気）�� 16037（8番人気）
3連複票数 計 907455 的中 ��� 30298（2番人気）
3連単票数 計 883786 的中 ��� 6893（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．0―48．6―1：00．7―1：12．4―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．3
3 2，4，16（12，14，18）（13，17）（9，8）11，5，10（1，3）－7－6＝15 4 ・（2，4）16（12，14）18（9，17）13，8，11（5，10）－1（7，3）＝6，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イルーシヴパンサー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2018．2．15生 牡2黒鹿 母 イルーシヴキャット 母母 レッドキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アイスマン号・インザロングラン号・テイエムトッピー号・ピースマッチング号・プリメラクラセ号

22006 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

12 タイガーリリー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 444 ―1：23．2 16．8�
818 ル ル ロ ー ズ 牝2栗 54 木幡 巧也的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 454 ―1：23．3� 12．9�
713 ブルーライト 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 442 ―1：23．51� 38．0�
24 キョウエイロナ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 418 ― 〃 ハナ 15．7�
48 スノウリリー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか タツヤファーム 402 ― 〃 クビ 25．2�
816 ムーニーアイズ 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：23．6クビ 54．8	
35 カラパタール 牝2青鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 アタマ 4．8

611 ブルーダイヤ 牝2鹿 54 津村 明秀古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 秋田牧場 462 ―1：23．7� 4．2�
817 トップシンデレラ 牝2黒鹿54 野中悠太郎平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 446 ―1：23．8� 48．9�
612 サ ン ミ ラ ー 牝2黒鹿54 M．デムーロ諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 430 ―1：25．28 3．5
36 トーセンサンドラ 牝2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ― 〃 アタマ 105．9�
11 フライアカイト 牝2鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 尾形 和幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 398 ―1：25．3� 180．9�
47 ベルザキャット 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 440 ―1：25．5� 107．6�
59 グラスファミーユ 牝2芦 54 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム 474 ― 〃 アタマ 19．7�
510 ア プ リ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹�サンコウ牧場 田中 清隆 新ひだか サンコウ牧場 496 ―1：25．71� 194．8�
714 キ ュ ン 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 466 ―1：26．01� 28．7�
23 ピックアペタル 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新北原 摩留氏 林 徹 新ひだか 今 牧場 466 ―1：26．85 87．5�
715 グリーンシュート 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418 ―1：27．33 32．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，317，300円 複勝： 46，048，400円 枠連： 17，564，500円
馬連： 60，343，700円 馬単： 26，098，700円 ワイド： 48，456，700円
3連複： 89，472，600円 3連単： 85，472，100円 計： 413，774，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 460円 � 320円 � 1，010円 枠 連（1－8） 4，540円

馬 連 �� 8，550円 馬 単 �� 18，620円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 6，170円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 65，780円 3 連 単 ��� 424，430円

票 数

単勝票数 計 403173 的中 � 20277（6番人気）
複勝票数 計 460484 的中 � 26261（6番人気）� 40881（4番人気）� 10906（11番人気）
枠連票数 計 175645 的中 （1－8） 2996（16番人気）
馬連票数 計 603437 的中 �� 5464（30番人気）
馬単票数 計 260987 的中 �� 1051（59番人気）
ワイド票数 計 484567 的中 �� 4060（36番人気）�� 2015（56番人気）�� 2595（47番人気）
3連複票数 計 894726 的中 ��� 1020（170番人気）
3連単票数 計 854721 的中 ��� 146（1022番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．1―11．9―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―33．8―45．7―57．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーリリー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2018．5．7生 牝2鹿 母 ケイエスホノカ 母母 ケイエスカプリース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーンシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月15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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アロハロック号・ヴィーナスラン号・オリアメンディ号・グランキティ号・グリモリオ号・ゲツメンチャクリク号・

ゲームアプレット号・スターオブソフィア号・ハイテレスヴェター号・ハニークイーン号・ベリリウンヌ号・
マニフィック号・ミッキーハロー号・リリーテソーロ号・レッジョエミリア号



22007 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13時35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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

818 フェルマーテ 牝3青鹿 54
53 ☆岩田 望来�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：48．1 3．2�
713 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 414± 01：48．52� 2．5�
714 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424＋ 41：48．6� 26．7�
35 デルニエエトワール 牝3青鹿54 丸山 元気�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488＋ 6 〃 クビ 16．0�
36 テ ル ヌ ー ラ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 41：48．81� 11．4	
59 コスモレペティール 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 6 〃 アタマ 33．0

48 ア エ ロ ー ザ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 414－ 41：48．9� 127．6�

24 リライトザスターズ 牝3芦 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B488－ 41：49．0� 10．1�
47 ラインストリーム 牡3栗 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 440－ 4 〃 アタマ 43．7
817 トロワシャルム 牡3青鹿56 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 ハナ 7．2�
12 エルサフィーロ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B460± 01：49．21� 104．0�
11 ツ キ ニ カ リ 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 546－ 41：49．3	 60．2�
612 ランサムトラップ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 418± 01：49．4クビ 290．6�
510 ペイシャバレー 牝3黒鹿54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 432－ 41：49．71	 552．4�
23 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 2 〃 クビ 477．2�
715 レッドマリアベール 牝3鹿 54

52 △菅原 明良 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 ハナ 65．0�
816 リュウノルフィ 牡3鹿 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 21：50．76 60．4�
611 ショウナンアサヤケ 牡3鹿 56 野中悠太郎国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 500＋ 61：50．91� 220．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，281，600円 複勝： 83，315，500円 枠連： 19，675，800円
馬連： 86，581，600円 馬単： 38，651，900円 ワイド： 73，096，700円
3連複： 126，251，300円 3連単： 141，415，100円 計： 623，269，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 120円 � 430円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，150円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 542816 的中 � 134118（2番人気）
複勝票数 計 833155 的中 � 146542（2番人気）� 253370（1番人気）� 30387（7番人気）
枠連票数 計 196758 的中 （7－8） 57517（1番人気）
馬連票数 計 865816 的中 �� 134103（1番人気）
馬単票数 計 386519 的中 �� 28317（2番人気）
ワイド票数 計 730967 的中 �� 97042（1番人気）�� 14441（14番人気）�� 15652（12番人気）
3連複票数 計1262513 的中 ��� 26916（9番人気）
3連単票数 計1414151 的中 ��� 8490（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．1―47．0―59．5―1：11．9―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．2
3 11，6，16，4（13，18）（2，5，17，14）（1，3，15）12（8，9）（7，10） 4 11，6（4，13）（2，5，16，18）14（1，3，17，15）12（8，9）（7，10）

勝馬の
紹 介

フェルマーテ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．12．28 中山10着

2017．5．12生 牝3青鹿 母 カ ル マ ー ト 母母 キープクワイエット 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 イルミナル号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イルミナル号は，令和2年8月16日から令和2年9月6日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ペイシャバレー号・ショウナンアサヤケ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月15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） 2頭 アルソリート号・アースブレイブ号
（非抽選馬） 2頭 アルマカーテナ号・シラカワカツコ号

22008 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）（500万円以下）

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

34 カミノホウオー 牡3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 504－ 41：11．7 1．9�

610� サクラボヌール 牝5栗 55
54 ☆菊沢 一樹�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 486＋121：11．91� 22．2�

611 ベ ル ポ ー ト 牝4青鹿55 北村 宏司大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 456－ 21：12．11� 25．3�
58 ロマンスマジック 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 470＋101：12．2� 64．8�
23 タマモキャペリン 牝4鹿 55 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462＋ 4 〃 クビ 42．5	
11 オールミラージュ 牡4栗 57

56 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 456＋101：12．3クビ 192．3

22 オメガドーヴィル 牝4青鹿55 M．デムーロ原 	子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 408＋ 81：12．4� 10．1�
815� ブロンドキュート 牝5栗 55

52 ▲原 優介 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B454－ 4 〃 クビ 124．4�
814 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55

53 △菅原 明良アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 462－ 81：12．5� 18．6
713 シアトルトウショウ 牝5青鹿55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－ 41：12．6
 22．7�
59 カ イ ア ワ セ 牝3栗 52 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 424－16 〃 ハナ 16．0�
47 � ジュディシャス 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 01：12．8
 8．7�
712 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 498－ 2 〃 クビ 4．9�
46 � モーンストルム 牝4鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 428－ 61：12．9クビ 53．4�
35 セイクリッドサン 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新高橋 文男氏 武藤 善則 新冠 須崎牧場 468＋16 〃 ハナ 126．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，889，600円 複勝： 73，844，600円 枠連： 17，247，800円
馬連： 87，027，900円 馬単： 45，037，000円 ワイド： 71，587，900円
3連複： 131，703，700円 3連単： 163，929，800円 計： 641，268，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 430円 � 360円 枠 連（3－6） 900円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 830円 �� 970円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 28，860円

票 数

単勝票数 計 508896 的中 � 208959（1番人気）
複勝票数 計 738446 的中 � 211357（1番人気）� 34293（9番人気）� 42562（7番人気）
枠連票数 計 172478 的中 （3－6） 14805（3番人気）
馬連票数 計 870279 的中 �� 32495（8番人気）
馬単票数 計 450370 的中 �� 12297（9番人気）
ワイド票数 計 715879 的中 �� 22711（8番人気）�� 19248（9番人気）�� 5163（38番人気）
3連複票数 計1317037 的中 ��� 11133（30番人気）
3連単票数 計1639298 的中 ��� 4118（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．8―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 6，11（4，15，7）3（5，12）（1，8，13）（10，9，14）2 4 6（11，15，7）4，3（1，5，8，12）（9，14，13）10，2

勝馬の
紹 介

カミノホウオー �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 東京10着

2017．4．21生 牡3黒鹿 母 サクラインスパイア 母母 サクラアカツキ 7戦2勝 賞金 16，700，000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。
（非当選馬） 2頭 グラドゥアーレ号・ニシノミンクス号
（非抽選馬） 4頭 グランミューク号・ゴムマリ号・スズカコーズマンボ号・スマイルプリティ号



22009 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

11 テルツェット 牝3鹿 52 三浦 皇成 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 428＋121：33．3 3．8�
611 リーディングパート 牝3鹿 52 岩田 望来 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 426＋141：33．83 9．0�
817 マイネルプリンチペ 牡5黒鹿57 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 460－ 4 〃 アタマ 13．0�
47 アポロヴィクトリア 牝3鹿 52 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 430＋ 61：34．22� 26．8�
714 フォースオブウィル 牡3栗 54 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458－ 2 〃 ハナ 6．8	
713	 カンパーニャ 牡4栗 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B452－ 41：34．41 41．5

612 シーシーサザン 牝3黒鹿52 菅原 明良吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 436± 01：34．5� 13．2�
36 グランエクセレント 牡3鹿 54 田辺 裕信田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 506－ 2 〃 クビ 11．6�
510 サトノマックス 牡6鹿 57 M．デムーロ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：34．71 6．1
815 イ ザ ラ 牝3鹿 52 戸崎 圭太栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 446± 0 〃 アタマ 11．8�
816 フィリアーノ 牡4芦 57 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．8� 16．6�
12 コスモスタック 牡3黒鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 61：35．01� 34．1�
35 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿54 武藤 雅岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 476－12 〃 クビ 49．9�
23 スリリングドリーム 牝3青 52 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 462＋161：35．31
 67．1�
59 サクララージャン 牡4青鹿57 北村 宏司�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490＋ 41：35．72� 118．2�
48 	 リワードノルン 牝4黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 468＋ 41：36．65 20．9�
24 ニシノレオニダス 牡3黒鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 B516＋ 81：40．0大差 198．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 59，121，100円 複勝： 102，342，700円 枠連： 29，718，600円
馬連： 124，093，900円 馬単： 44，090，900円 ワイド： 104，586，900円
3連複： 196，249，600円 3連単： 182，685，600円 計： 842，889，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 260円 � 340円 枠 連（1－6） 1，180円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，130円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 28，770円

票 数

単勝票数 計 591211 的中 � 123145（1番人気）
複勝票数 計1023427 的中 � 169059（1番人気）� 97101（4番人気）� 70439（7番人気）
枠連票数 計 297186 的中 （1－6） 19398（3番人気）
馬連票数 計1240939 的中 �� 52208（3番人気）
馬単票数 計 440909 的中 �� 14644（2番人気）
ワイド票数 計1045869 的中 �� 30809（3番人気）�� 23921（7番人気）�� 13766（24番人気）
3連複票数 計1962496 的中 ��� 16987（17番人気）
3連単票数 計1826856 的中 ��� 4603（39番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．9―12．1―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．4―46．3―58．4―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルツェット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．12．7 中山1着

2017．4．20生 牝3鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 3戦2勝 賞金 20，538，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノレオニダス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月15日まで平地競

走に出走できない。

22010 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走15時10分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 アーデンフォレスト 牡4黒鹿57 岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452－ 21：21．0 4．2�
47 オーマイガイ 牡7栗 57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 476＋ 2 〃 クビ 6．4�
59 エクレアスピード �4鹿 57 嘉藤 貴行李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 466－ 61：21．32 73．4�
48 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 田辺 裕信�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 442＋181：21．4クビ 24．0�
12 ディアボレット 牝5栗 55 武藤 雅�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 2 〃 ハナ 12．7	
612 ココフィーユ 牝4鹿 55 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 17．9

24 ルガーサント 牝3青鹿52 戸崎 圭太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 428－ 2 〃 クビ 3．4�
510 スズカアーチスト 牝5黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B460＋ 21：21．5	 16．0�
35 シュバルツボンバー �5鹿 57 斎藤 新�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 81：21．71 45．6
611
 マジックバローズ 牡5鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 462＋ 21：21．91� 22．2�
714 プリミエラムール 牝4芦 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 446－ 2 〃 クビ 49．4�
36 エリンアクトレス 牝4栗 55 木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 498＋141：22．0� 78．7�
817 コスモリモーネ 牡3栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 516＋12 〃 ハナ 100．8�
715 エイシンスレイマン 牡6鹿 57 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 474－ 2 〃 クビ 10．9�
23 ウィンターリリー 牝4芦 55 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 41：22．1クビ 50．9�
818 タガノカルラ 牡4鹿 57 丸山 元気八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－20 〃 クビ 11．1�
816 ジューンシルフィア 牝4栗 55 木幡 巧也吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 440－ 61：22．2クビ 318．2�
713 ペイシャエヴァー 牡6鹿 57 野中悠太郎北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B494＋ 81：22．3� 233．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，249，100円 複勝： 99，381，700円 枠連： 29，667，800円
馬連： 145，519，000円 馬単： 51，293，300円 ワイド： 110，840，100円
3連複： 224，547，400円 3連単： 219，641，200円 計： 938，139，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 260円 � 1，440円 枠 連（1－4） 940円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 690円 �� 7，050円 �� 8，690円

3 連 複 ��� 51，640円 3 連 単 ��� 157，810円

票 数

単勝票数 計 572491 的中 � 107048（2番人気）
複勝票数 計 993817 的中 � 155002（2番人気）� 105299（3番人気）� 14084（14番人気）
枠連票数 計 296678 的中 （1－4） 24297（2番人気）
馬連票数 計1455190 的中 �� 69428（3番人気）
馬単票数 計 512933 的中 �� 14001（4番人気）
ワイド票数 計1108401 的中 �� 44387（3番人気）�� 3911（66番人気）�� 3170（72番人気）
3連複票数 計2245474 的中 ��� 3261（143番人気）
3連単票数 計2196412 的中 ��� 1009（472番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．0―45．5―57．0―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーデンフォレスト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．3 京都2着

2016．2．8生 牡4黒鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 7戦3勝 賞金 33，799，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11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） 1頭 リバーシブルレーン号
（非抽選馬） 8頭 コスモエスパーダ号・ソールライト号・トロイメント号・ナイトバナレット号・ニシノラディアント号・

ハッシュゴーゴー号・プリヒストリー号・ヘイワノツカイ号



22011 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第11競走 ��
��1，200�

じょうえつ

上越ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 329，000円 94，000円 24，000
24，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ウルトラマリン 牝3栗 52 横山 典弘 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 478＋ 61：10．0 3．6�
713 テルモードーサ 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B530＋121：10．63� 12．4�
712	 マラードザレコード 
6青鹿57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B462－ 2 〃 クビ 14．7�
815	 フォルツァエフ 牡5鹿 57 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 492＋ 4 〃 同着 107．0�
58 メイショウラビエ 牝5鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 41：10．7クビ 89．4�
35 ロードラズライト 
5青鹿57 柴田 大知 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444－ 41：10．8� 24．1	
814 スズカモナミ 牝6鹿 55 北村 宏司永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 432＋ 4 〃 クビ 74．0

22 メイショウミライ 牡5栗 57 田辺 裕信松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 498＋ 41：11．0� 2．7�
59 トウカイパシオン 牝5青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 452＋ 21：11．1� 24．6�
610 ダノンジャスティス 牡4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 田中 博康 安平 ノーザンファーム B498＋121：11．2クビ 35．4
23 ロジヒューズ 牝5鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B498＋ 61：11．52 28．7�
47 アルーアキャロル 
7栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 490－18 〃 クビ 31．7�
611 シ ス ル 牝5青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 506－ 21：11．6クビ 8．9�
46 ショウナンタイガ 牡4鹿 57 木幡 育也国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 478－ 4 〃 クビ 98．5�
34 � メイプルグレイト 牡5栗 57 戸崎 圭太節 英司氏 清水 久詞 平取 スガタ牧場 B514＋ 21：12．02� 7．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 96，072，200円 複勝： 138，320，600円 枠連： 53，438，200円
馬連： 277，173，700円 馬単： 97，576，400円 ワイド： 182，498，400円
3連複： 458，116，900円 3連単： 511，016，200円 計： 1，814，212，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 290円 �
�

280円
1，460円 枠 連（1－7） 1，340円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 750円 ��
��

820円
4，890円

��
��

990円
10，360円

3 連 複 ���
���

5，540円
63，600円 3 連 単 ���

���
22，440円
189，720円

票 数

単勝票数 計 960722 的中 � 207794（2番人気）
複勝票数 計1383206 的中 �

�
224521
13874

（2番人気）
（15番人気）

� 90959（6番人気）� 93013（5番人気）

枠連票数 計 534382 的中 （1－7） 30694（6番人気）
馬連票数 計2771737 的中 �� 71419（9番人気）
馬単票数 計 975764 的中 �� 16252（14番人気）
ワイド票数 計1824984 的中 ��

��
39077
28806

（12番人気）
（18番人気）

��
��

35410
2581
（13番人気）
（90番人気）

�� 5510（61番人気）

3連複票数 計4581169 的中 ��� 31183（34番人気）��� 2684（224番人気）
3連単票数 計5110162 的中 ��� 8265（129番人気） ��� 975（825番人気）

ハロンタイム 11．4―10．5―10．9―11．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．9―32．8―44．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルトラマリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．6 函館3着

2017．1．27生 牝3栗 母 ムツミマーベラス 母母 キャサリンクリスタ 9戦4勝 賞金 50，121，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アイオライト号・アスクジョーダン号・キタノオドリコ号・ゴールドリング号・ジャスパーウィン号・

スナークスター号・スマートセラヴィー号・ダノンチャンス号・ヒイナヅキ号・ベルエスメラルダ号・ロンス号・
ローレルジャック号

22012 8月15日 曇 良 （2新潟3） 第1日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16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
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 ブルーノジュネス 牡3鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム B484＋ 41：53．9 3．2�

610 アポロティアモ 牡3栗 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 500＋ 21：54．0� 7．0�
59 	 マイネルイヴィンス 
4栗 57 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 61：54．31� 10．2�
23 	 ヤークトボマー 牡4栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B466－ 21：54．4� 98．2�
611 バイシュラバナ 牡3栗 54 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478＋101：54．71� 4．7�
712 サ ル ー テ 牡5鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 556－ 4 〃 ハナ 20．5	
34 カッティングロック 牡3黒鹿54 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 514＋ 81：54．8� 52．6

35 	 シャドウアロング 
4鹿 57 M．デムーロ飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 460－ 61：54．9クビ 16．3�
11 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57 柴田 善臣井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 492－ 61：55．22 14．3�
58 ブレイクザボーダー 牡3栗 54

52 △菅原 明良 グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 萩澤 國男 480＋ 81：55．51� 46．3�
47 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 57 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 468－ 61：55．71� 23．7�
815	 サンセットオーラ 牡5鹿 57 西田雄一郎 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 446－ 81：55．9� 301．4�
713 ナガレボシトリキシ 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 530＋141：56．11� 75．0�
814 アルヒミスト 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム B430＋171：58．7大差 35．0�
46 	 チェリートリトン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486＋ 2 （競走中止） 5．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 83，800，100円 複勝： 131，730，000円 枠連： 34，822，000円
馬連： 182，084，300円 馬単： 68，030，700円 ワイド： 155，623，400円
3連複： 297，918，900円 3連単： 332，499，400円 計： 1，286，508，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 250円 � 280円 枠 連（2－6） 500円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 570円 �� 830円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 17，310円

票 数

単勝票数 計 838001 的中 � 205205（1番人気）
複勝票数 計1317300 的中 � 236390（1番人気）� 127306（4番人気）� 110505（5番人気）
枠連票数 計 348220 的中 （2－6） 53537（1番人気）
馬連票数 計1820843 的中 �� 119693（3番人気）
馬単票数 計 680307 的中 �� 25974（3番人気）
ワイド票数 計1556234 的中 �� 73109（4番人気）�� 48151（8番人気）�� 30119（14番人気）
3連複票数 計2979189 的中 ��� 47578（10番人気）
3連単票数 計3324994 的中 ��� 13920（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．6―51．0―1：03．9―1：15．5―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．4
1
3
・（6，8）（10，14）2－9，11，5，15（7，13）（3，1，12）＝4・（8，10）12，2（9，14，11）（5，13）3（7，1）－15－4

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

勝馬の
紹 介

ブルーノジュネス �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2019．7．7 函館3着

2017．5．1生 牡3鹿 母 ワルツオブキャット 母母 デルモニコキャット 10戦2勝 賞金 18，350，000円
〔競走中止〕 チェリートリトン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 チェリートリトン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 インナーアリュール号・ゼヒニオヨバズ号・ネオヴィットーリア号



（2新潟3）第1日 8月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 200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

187，300，000円
20，750，000円
1，611，000円
20，740，000円
83，206，500円
5，500，000円
1，920，000円

勝馬投票券売得金
648，145，500円
998，554，600円
275，344，900円
1，308，405，500円
520，320，300円
1，047，835，100円
2，045，120，000円
2，161，309，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，005，035，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回新潟競馬第1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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