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22013 8月16日 曇 稍重 （2新潟3） 第2日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

33 コウユーホクト 牡5鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 506－ 43：06．3 1．7�

79 ポルトラーノ �4鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋103：06．72� 13．5�
810 レイヴンキング �4青鹿60 鈴木 慶太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 518－ 43：07．23 4．4�
78 リーチザサミット �4青鹿60 山本 康志岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 444＋ 43：07．41� 7．1�
67 ヨコスカダンディー 牡4栗 60 植野 貴也 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 476＋103：09．3大差 41．1	
66 モリトシュン 牡4青鹿60 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B478－ 23：10．68 68．5

811 ミ ラ ビ リ ア 牝5栗 58 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 470－ 43：11．87 84．5�
55 � メイプルキング 牡7鹿 60 上野 翔節 英司氏 加藤士津八 新冠 高瀬牧場 466－ 83：11．9クビ 8．3�
44 � サイゴウパワー �4栗 60 高野 和馬西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 442± 03：12．75 107．8
11 � クリノカナロアオー �5黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 450± 03：14．5大差 26．6�
22 クアトレフォイル 牡5鹿 60 伊藤 工真大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 502＋ 63：16．2大差 57．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，788，900円 複勝： 42，846，700円 枠連： 7，523，700円
馬連： 36，760，400円 馬単： 25，165，700円 ワイド： 27，713，200円
3連複： 59，399，000円 3連単： 102，779，800円 計： 325，977，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 130円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 490円 �� 170円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 237889 的中 � 109533（1番人気）
複勝票数 計 428467 的中 � 267712（1番人気）� 14501（5番人気）� 47401（2番人気）
枠連票数 計 75237 的中 （3－7） 13009（2番人気）
馬連票数 計 367604 的中 �� 18597（5番人気）
馬単票数 計 251657 的中 �� 8137（7番人気）
ワイド票数 計 277132 的中 �� 12663（6番人気）�� 53939（1番人気）�� 6231（11番人気）
3連複票数 計 593990 的中 ��� 27770（4番人気）
3連単票数 計1027798 的中 ��� 9663（23番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 49．9－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユーホクト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．13 新潟13着

2015．5．12生 牡5鹿 母 コウユーキズナ 母母 ア ズ ワ ー 障害：10戦1勝 賞金 25，280，000円

22014 8月16日 曇 稍重 （2新潟3） 第2日 第2競走 ��1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

57 アンブローニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：52．6 8．0�

45 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B500± 01：54．19 5．4�

11 キットサクラサク 牡3栗 56 木幡 巧也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466－ 21：54．41� 8．1�
22 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 456＋ 61：54．61� 23．9�
34 ファクトベース 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 482－ 4 〃 クビ 8．4	
610 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 戸崎 圭太堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 B444＋ 21：54．7� 1．9

814 ピュアファンタジー 牝3鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 B470－ 21：56．29 29．4�
711 ベアーズレター 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 478＋18 〃 ハナ 331．6�
58 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 504＋ 61：56．52 83．9
69 シアンフィデール �3鹿 56 内田 博幸吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム B510＋ 61：56．6クビ 75．7�
712 ウインオーサム �3栗 56 伊藤 工真�ウイン 中舘 英二 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：58．19 107．3�
46 キ ル ケ ニ ー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520－12 〃 アタマ 24．6�
813 ルーレットエルフ 牡3栗 56

53 ▲原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 506± 01：58．31 362．6�

33 ハクサンフルリール 牡3鹿 56 江田 照男河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B436－ 62：00．0大差 27．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，762，100円 複勝： 94，394，000円 枠連： 11，166，000円
馬連： 65，212，800円 馬単： 38，007，300円 ワイド： 63，443，800円
3連複： 105，589，300円 3連単： 139，712，500円 計： 556，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 290円 � 260円 � 380円 枠 連（4－5） 2，000円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 680円 �� 970円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 30，100円

票 数

単勝票数 計 387621 的中 � 38560（3番人気）
複勝票数 計 943940 的中 � 86992（3番人気）� 99429（2番人気）� 61231（5番人気）
枠連票数 計 111660 的中 （4－5） 4323（6番人気）
馬連票数 計 652128 的中 �� 25499（5番人気）
馬単票数 計 380073 的中 �� 6038（15番人気）
ワイド票数 計 634438 的中 �� 24312（7番人気）�� 16307（11番人気）�� 26069（5番人気）
3連複票数 計1055893 的中 ��� 15396（20番人気）
3連単票数 計1397125 的中 ��� 3365（94番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．6―13．3―12．8―12．2―12．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．7―50．0―1：02．8―1：15．0―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンブローニュ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2019．10．26 東京8着

2017．1．26生 牡3鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト 10戦1勝 賞金 9，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインオーサム号・キルケニー号・ハクサンフルリール号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年9月16日まで平地競走に出走できない。
ルーレットエルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月16日まで平地
競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第２日



22015 8月16日 曇 稍重 （2新潟3） 第2日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

35 ロンギングバース 牡2鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 450＋ 21：10．2 3．4�
24 コスモサンレミ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 444＋ 21：10．3� 3．9�
23 アッシュグレー 牝2芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 442＋ 6 〃 クビ 28．7�
816 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 448－ 21：10．4� 8．0�
36 ラインプリンス 牡2鹿 54 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 474－ 41：10．5� 8．8�
11 ランディングホース 牡2栗 54

52 △菅原 明良矢野 恭裕氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 420± 01：10．6� 15．1	
12 スターインパクト 牡2青鹿 54

51 ▲原 優介伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 422± 0 〃 アタマ 310．3

47 ジュンジョウカレン 牝2栗 54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 416± 0 〃 クビ 9．1�
510 スノークリスマス 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 430± 01：10．81� 9．4�
817 ベアフューチャー 牡2鹿 54

51 ▲小林 脩斗熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 468＋ 41：10．9� 284．3
611 ルミナスライン 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 408＋ 41：11．11 139．7�
612 ペトリコール 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 398± 01：11．31 45．0�

715 バルネージュ �2芦 54 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 508＋101：11．51� 46．5�
48 トーティシェル 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 402－ 41：11．71� 208．2�
714 トーアテンニョ 牝2栗 54 田中 勝春高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 408＋ 21：11．91 178．3�
713 パンナコッタ 牝2鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 西村牧場 418＋ 21：12．11� 303．2�
818 キタノインスパイア 牝2鹿 54 岩部 純二北所 直人氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 440± 01：13．16 157．1�
59 ホ タ ル マ ル 牡2芦 54 井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B472＋121：13．84 307．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，145，100円 複勝： 61，344，800円 枠連： 14，085，100円
馬連： 72，566，200円 馬単： 28，642，800円 ワイド： 60，153，800円
3連複： 106，860，700円 3連単： 107，064，900円 計： 489，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 150円 � 440円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，400円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 391451 的中 � 96799（1番人気）
複勝票数 計 613448 的中 � 129540（1番人気）� 117917（2番人気）� 24987（8番人気）
枠連票数 計 140851 的中 （2－3） 25688（1番人気）
馬連票数 計 725662 的中 �� 102691（1番人気）
馬単票数 計 286428 的中 �� 17713（2番人気）
ワイド票数 計 601538 的中 �� 68620（1番人気）�� 9989（22番人気）�� 9176（23番人気）
3連複票数 計1068607 的中 ��� 18795（13番人気）
3連単票数 計1070649 的中 ��� 5153（32番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．4―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンギングバース �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．5 福島2着

2018．3．15生 牡2鹿 母 ロンギングシャネル 母母 セメイユドゥヴォン 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホタルマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月16日まで平地競走に

出走できない。

22016 8月16日 晴 稍重 （2新潟3） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

713 ピュアプリンセス 牝3栗 54
53 ☆木幡 育也田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 466± 01：11．9 4．4�

814 メ シ ア ン 牝3栗 54
52 △菅原 明良梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 458± 0 〃 クビ 11．8�

59 マベルロンジュ 牝3栗 54
53 ☆斎藤 新落合 幸弘氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476＋121：12．11� 29．7�

22 チャームインレース 牝3鹿 54 三浦 皇成髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 478＋ 21：12．2クビ 4．0�
34 スラーリドラーテ 牝3鹿 54 岩田 康誠加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 468＋ 4 〃 クビ 6．5�
58 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 446＋ 41：12．51� 5．2	

815 ミ ュ ー ズ 牝3黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹
パニオロ 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 476＋ 41：12．6� 183．4�

23 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 426－ 61：12．8� 43．4�

47 マインヒロイン 牝3栗 54
51 ▲原 優介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 418－ 2 〃 クビ 11．7

11 タイセイチアーズ 牝3栗 54 木幡 巧也田中 成奉氏 新開 幸一 むかわ 市川牧場 450＋ 4 〃 ハナ 44．1�
712 スローフード 牝3芦 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 日高 メイプルファーム 440－ 81：13．43� 25．7�
610 ワルツフォーラン 牝3青鹿54 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 450 ―1：13．5クビ 9．8�
35 キタノエスポワール 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 450－ 61：13．71� 60．6�
46 ベルダリーター 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗桜井 忠隆氏 水野 貴広 苫小牧 藤澤 昭勝 474＋ 21：13．91� 283．7�
611 ヴィーナスブレス 牝3栗 54 北村 宏司西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 478＋ 81：14．32� 41．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，856，900円 複勝： 68，762，300円 枠連： 11，965，300円
馬連： 68，337，900円 馬単： 29，014，800円 ワイド： 60，409，700円
3連複： 104，285，500円 3連単： 105，210，600円 計： 484，843，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 290円 � 720円 枠 連（7－8） 2，280円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，330円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 17，660円 3 連 単 ��� 81，140円

票 数

単勝票数 計 368569 的中 � 65799（2番人気）
複勝票数 計 687623 的中 � 124485（1番人気）� 61136（6番人気）� 19977（9番人気）
枠連票数 計 119653 的中 （7－8） 4050（10番人気）
馬連票数 計 683379 的中 �� 20247（11番人気）
馬単票数 計 290148 的中 �� 4866（18番人気）
ワイド票数 計 604097 的中 �� 20975（9番人気）�� 6538（25番人気）�� 4022（39番人気）
3連複票数 計1042855 的中 ��� 4427（56番人気）
3連単票数 計1052106 的中 ��� 940（258番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．5―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．4―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアプリンセス �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．14 阪神12着

2017．3．6生 牝3栗 母 プリンセスネージュ 母母 クールネージュ 8戦1勝 賞金 8，910，000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 クイーンオラトリオ号・ザハロワ号・スキャルドメール号



22017 8月16日 曇 良 （2新潟3） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

11 ヴェイルネビュラ 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 486 ―1：49．0 1．5�
47 スマートワン 牡2青鹿 54

53 ☆斎藤 新橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 474 ―1：49．31� 71．2�
35 セータステソーロ 牡2栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 496 ―1：49．51� 14．2�
713 アドマイヤハレー 牡2青鹿54 岩田 康誠近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 7．6�

（アドマイヤエイチ）

23 ヴ ル カ ー ノ 牡2鹿 54 北村 宏司宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 474 ―1：49．6クビ 48．1�
48 アポロミラクル 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 496 ― 〃 クビ 20．9	
59 リ ー ベ 牝2栗 54 藤井勘一郎薪浦 亨氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 478 ―1：50．02� 11．5

36 マイネルリリーフ 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：50．42� 57．5�
12 フ ァ ー ブ ラ 牝2黒鹿54 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 帰山 清貴 448 ―1：50．71� 179．5�
510 アオイフェリーチェ 牝2黒鹿54 横山 和生鈴木 照雄氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 434 ―1：50．8クビ 132．2
715 ピュアブラッド 牡2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：51．11� 21．3�
612 パープルレイン 牡2鹿 54 津村 明秀山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム 510 ―1：51．2� 251．1�
816 トゥインクルタワー 牡2栗 54 野中悠太郎畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 472 ―1：51．3� 187．0�
818 ケイティローズ 牝2青鹿54 木幡 巧也瀧本 和義氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 422 ― 〃 クビ 207．7�
611 ゴールドフレイバー 牝2芦 54

52 △菅原 明良岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 460 ―1：51．72� 169．3�
817 ショウナンアストラ 牡2黒鹿54 丸山 元気国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 460 ―1：51．8クビ 23．2�
24 セイハロートゥユー 牡2黒鹿54 M．デムーロ平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 490 ―1：52．75 14．6�
714 キボウノヒビキ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 378 ―1：53．87 106．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 54，848，600円 複勝： 62，710，600円 枠連： 16，962，700円
馬連： 66，950，300円 馬単： 37，198，800円 ワイド： 56，409，000円
3連複： 100，382，100円 3連単： 126，490，800円 計： 521，952，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 870円 � 270円 枠 連（1－4） 1，320円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 450円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 45，920円

票 数

単勝票数 計 548486 的中 � 275923（1番人気）
複勝票数 計 627106 的中 � 230880（1番人気）� 11280（11番人気）� 47009（4番人気）
枠連票数 計 169627 的中 （1－4） 9927（5番人気）
馬連票数 計 669503 的中 �� 10856（14番人気）
馬単票数 計 371988 的中 �� 4892（16番人気）
ワイド票数 計 564090 的中 �� 7698（18番人気）�� 35504（3番人気）�� 2644（45番人気）
3連複票数 計1003821 的中 ��� 6147（36番人気）
3連単票数 計1264908 的中 ��� 1997（119番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．7―12．8―12．3―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．3―48．0―1：00．8―1：13．1―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 7，9－（12，13）18（1，17，3）－（2，14，16）（8，5）（6，10）4－（11，15） 4 7，9（12，13，3）（1，18，17）－2（8，5，14，16）（6，10）－4（11，15）

勝馬の
紹 介

ヴェイルネビュラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2018．2．18生 牡2鹿 母 リングネブラ 母母 ユーアンミー 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サムライスピアー号・スズノイナズマ号・フィエラブラス号・ルドヴィクス号

22018 8月16日 曇 良 （2新潟3） 第2日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

817 レオハイセンス 牝3鹿 54 江田 照男�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436－ 4 55．8 2．9�
23 レイチェリー 牝3黒鹿54 武藤 雅佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 424－ 4 56．01� 3．9�
818 ナスノメロディー 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 428＋ 6 56．74 10．3�

35 ファートゥア 牝3栗 54
52 △菅原 明良 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 2 56．91� 15．8	

612 ムーニーヴァレー 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 57．0� 41．8

48 ク ー レ ク ー 牝3栗 54 M．デムーロ程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋ 2 57．21� 5．2�
611 ファクタークニアキ 牡3黒鹿56 丸山 元気高橋 宏弥氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー

クスタツド B454－ 2 57．3� 41．0�
24 ユニークマイア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 412－ 2 〃 クビ 119．7
715 ジュンキャノン 牝3鹿 54 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 428＋16 57．4� 6．5�
816 シセイニシキ 牝3黒鹿54 伊藤 工真猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 4 57．71� 224．2�
11 ラシックアンレーヴ 牝3青 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 478± 0 57．91� 269．4�
36 ブラックスプルース 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 B462＋ 2 58．0� 42．6�

713 フィオナサンライズ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新吉田 勝己氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 クビ 132．7�

12 ハワイアンムーン 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 アタマ 33．8�

714 ピカンチワンラブ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 谷岡牧場 430＋22 58．21 171．3�
59 ルナカリーナ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介江川 伸夫氏 小手川 準 新ひだか 上村 清志 368± 0 58．51� 202．5�
47 パ シ ス タ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 B490＋ 6 58．71� 63．0�
510 スズボンバー 牡3黒鹿56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B442＋ 4 58．91� 284．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，778，500円 複勝： 57，543，700円 枠連： 19，551，100円
馬連： 80，453，600円 馬単： 34，461，100円 ワイド： 61，609，200円
3連複： 134，423，100円 3連単： 135，670，800円 計： 567，491，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 310円 �� 430円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 437785 的中 � 119523（1番人気）
複勝票数 計 575437 的中 � 127591（1番人気）� 113858（2番人気）� 45549（5番人気）
枠連票数 計 195511 的中 （2－8） 26094（2番人気）
馬連票数 計 804536 的中 �� 86159（1番人気）
馬単票数 計 344611 的中 �� 20575（1番人気）
ワイド票数 計 616092 的中 �� 55653（1番人気）�� 36362（4番人気）�� 14548（11番人気）
3連複票数 計1344231 的中 ��� 50702（5番人気）
3連単票数 計1356708 的中 ��� 12275（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．0―44．0

上り4F43．7－3F33．4
勝馬の
紹 介

レオハイセンス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．13 中山6着

2017．4．26生 牝3鹿 母 レオパステル 母母 ズ ー ナ ク ア 7戦1勝 賞金 10，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズボンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月16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） 4頭 アッタヴァンティ号・エクステンデット号・キララ号・ピースサイン号
（非抽選馬） 2頭 ハナノルージュ号・ピュアムーン号



22019 8月16日 曇 良 （2新潟3） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（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� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 ギャラクシーソウル 牝3芦 52
51 ☆斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 454＋ 21：52．7 6．2�

610 ヘ ラ イ ア 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 21：53．33� 6．5�
814 アナザークイーン 牝4黒鹿55 藤井勘一郎 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B472＋ 4 〃 クビ 33．2�
59 アドアステラ 牝4栗 55 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 B456＋121：53．51 10．5�
713 ミュアウッズ 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 578－ 21：53．92� 2．7�
47 ブーケオブジュエル 牝4栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 500＋121：54．11� 5．3	
35 タイセイプルミエ 牝3鹿 52

49 ▲原 優介田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 476＋ 61：54．63 336．8

46 サイレントクララ 牝4黒鹿55 木幡 巧也吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 514＋161：54．7クビ 140．8�
34 マ ク ル ー バ 牝5芦 55 江田 照男畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 466－101：55．12� 175．7�
11 ヤ マ メ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 454± 01：55．31 79．5
58 � フレンドアリス 牝5栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 454＋ 41：55．72� 14．4�
712 ショウナンバービー 牝3鹿 52

50 △菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 502＋101：56．33� 17．9�
611 ライクアジュエリー 牝3鹿 52 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 21：57．04 13．5�
23 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 52

51 ☆菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444＋ 41：58．8大差 46．5�
815 クリノテルチャン 牝3栗 52

51 ☆木幡 育也栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 490＋ 21：58．9� 129．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，597，200円 複勝： 69，568，500円 枠連： 17，115，100円
馬連： 82，386，600円 馬単： 34，215，000円 ワイド： 69，253，200円
3連複： 122，369，400円 3連単： 134，947，200円 計： 575，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 230円 � 490円 枠 連（2－6） 1，350円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，240円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 18，650円 3 連 単 ��� 67，980円

票 数

単勝票数 計 455972 的中 � 58445（3番人気）
複勝票数 計 695685 的中 � 95653（3番人気）� 82197（4番人気）� 31056（8番人気）
枠連票数 計 171151 的中 （2－6） 9770（7番人気）
馬連票数 計 823866 的中 �� 24172（12番人気）
馬単票数 計 342150 的中 �� 5027（18番人気）
ワイド票数 計 692532 的中 �� 18766（11番人気）�� 14512（16番人気）�� 4931（39番人気）
3連複票数 計1223694 的中 ��� 4919（62番人気）
3連単票数 計1349472 的中 ��� 1439（224番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．8―12．3―12．6―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．5―1：01．8―1：14．4―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．3
1
3

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

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

ギャラクシーソウル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．3 福島2着

2017．3．8生 牝3芦 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 7戦2勝 賞金 20，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナーラック号・クリノテルチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月16日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アレグレユミティー号・オイシイナア号・ナリノクリスティー号

22020 8月16日 曇 良 （2新潟3） 第2日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （芝・左・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

88 フローズンスタイル 牝3黒鹿 52
50 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446－ 22：00．2 3．1�

66 シトラスクーラー �7鹿 57
55 △菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458＋ 22：00．3	 18．1�

11 ラ イ ル 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：00．72	 1．9�
22 レッドサーシャ 牝3栗 52 内田 博幸 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 454－ 8 〃 クビ 38．4�
44 ナリノモンターニュ 牡3黒鹿54 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 498＋ 22：00．8	 10．0	
55 アキノコマチ 牝4鹿 55 三浦 皇成穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446＋16 〃 ハナ 7．1

77 クルミネイト 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 ハナ 10．5�
33 
 レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 62：01．65 145．5�
89 グロワールポン 牝3鹿 52 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B488＋ 82：02．34 196．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，145，100円 複勝： 52，440，600円 枠連： 9，301，200円
馬連： 66，228，300円 馬単： 41，790，800円 ワイド： 44，851，100円
3連複： 88，931，000円 3連単： 199，918，800円 計： 551，606，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 210円 � 110円 枠 連（6－8） 2，550円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 450円 �� 170円 �� 390円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 481451 的中 � 121765（2番人気）
複勝票数 計 524406 的中 � 109016（2番人気）� 35553（6番人気）� 200799（1番人気）
枠連票数 計 93012 的中 （6－8） 2825（9番人気）
馬連票数 計 662283 的中 �� 23391（9番人気）
馬単票数 計 417908 的中 �� 9189（14番人気）
ワイド票数 計 448511 的中 �� 21606（8番人気）�� 82057（1番人気）�� 25735（6番人気）
3連複票数 計 889310 的中 ��� 83602（4番人気）
3連単票数 計1999188 的中 ��� 19029（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．8―48．0―1：00．5―1：13．0―1：25．1―1：36．6―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．1
3 1，8－（5，4）6（2，7）3－9 4 1，8（5，4）6，2，7，3，9

勝馬の
紹 介

フローズンスタイル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．10．15 東京1着

2017．4．16生 牝3黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 7戦2勝 賞金 18，330，000円



22021 8月16日 晴 良 （2新潟3） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

う ら さ

浦 佐 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．8．10以降2．8．9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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

57 メイショウソテツ 牡4青 54 横山 典弘松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B506－ 81：51．0 4．4�
814 ショウナンマリオ 牡3黒鹿53 三浦 皇成�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 486＋121：51．42� 2．1�
610 セイウンオフロード 牡4鹿 55 江田 照男西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B484＋ 21：51．93 57．6�
11 キッズアガチャー 牡3鹿 54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋101：52．53� 9．6�
58 ケイツーリラ 牝5青鹿51 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 456＋ 21：52．6� 27．4	
46 ムーンザムーン 牝6鹿 52 岩田 望来林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 ハナ 45．2

45 オデュッセイア 牝5栗 53 木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 21：52．7クビ 130．1�
712 リキサンダイオー 牡7黒鹿55 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：52．8� 57．4�
33 ププッピドゥ 牝4栗 52 北村 宏司岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 488－101：53．22� 17．7
34 スズノアリュール 牡5鹿 54 津村 明秀新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 500＋ 81：53．41� 23．3�
711 オーバーディリバー 牡4黒鹿55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 490＋ 41：53．5クビ 6．9�
22 ジャディード 牡5黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 460＋ 61：53．71� 93．1�
69 ゴールデンウェル 牡4栗 54 M．デムーロ江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 484＋121：54．12� 18．1�
813 トレンドライン 牡6栗 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－121：55．8大差 26．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，709，100円 複勝： 80，850，700円 枠連： 19，845，700円
馬連： 120，702，900円 馬単： 49，556，100円 ワイド： 87，927，700円
3連複： 172，488，600円 3連単： 205，166，700円 計： 795，247，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 660円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，400円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 24，530円

票 数

単勝票数 計 587091 的中 � 106082（2番人気）
複勝票数 計 808507 的中 � 167753（2番人気）� 203558（1番人気）� 19034（11番人気）
枠連票数 計 198457 的中 （5－8） 35929（1番人気）
馬連票数 計1207029 的中 �� 179932（1番人気）
馬単票数 計 495561 的中 �� 31088（3番人気）
ワイド票数 計 879277 的中 �� 91909（1番人気）�� 8472（30番人気）�� 14672（17番人気）
3連複票数 計1724886 的中 ��� 19927（21番人気）
3連単票数 計2051667 的中 ��� 6063（69番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―12．9―12．2―12．3―12．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．8―49．7―1：01．9―1：14．2―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソテツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．9．2 小倉9着

2016．3．4生 牡4青 母 メイショウナナボシ 母母 スプレッドウィング 14戦3勝 賞金 39，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
※出走取消馬 テーオーケインズ号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キクノフェリックス号・グッドヘルスバイオ号・グラマラスライフ号・モレッキ号
（非抽選馬）13頭 アオテン号・ウインフォルティス号・タピゾー号・デルマオニキス号・トゥルボー号・トークフレンドリー号・

プロヴィデンス号・フーズサイド号・マサキノテソーロ号・メイショウカズサ号・モリトシラユリ号・ラストマン号・
ロードストライク号

22022 8月16日 晴 良 （2新潟3） 第2日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 259，000円 74，000円 37，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

55 ク ラ ヴ ェ ル 牝3青鹿52 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：47．7 3．3�
811 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：47．91� 4．6�
33 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 55 武藤 雅ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋10 〃 ハナ 19．9�
11 カ リ ン カ 牝5黒鹿55 田辺 裕信寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 426＋ 41：48．0� 37．5�
56 グレイテスト 牝4芦 55 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 480＋141：48．21� 5．4�
67 ウルクラフト 牝4黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 6 〃 アタマ 51．1	
710 ミッキーバディーラ 牝4鹿 55 石橋 脩野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 ハナ 16．9

68 ブリリアントリリー 牝5鹿 55 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：48．3クビ 107．8�
22 メ イ オ ー ル 牝4鹿 55 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 468＋121：48．4� 17．5
812	 カ サ ー レ 牝5青鹿55 岩田 望来飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 440± 01：48．5� 176．6�
79 クードメイトル 牝4栗 55 福永 祐一�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 570＋341：49．24 3．1�
44 ランペドゥーザ 牝4栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 242．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 71，039，700円 複勝： 85，527，000円 枠連： 22，685，300円
馬連： 149，981，900円 馬単： 59，483，400円 ワイド： 89，599，900円
3連複： 197，864，300円 3連単： 275，395，800円 計： 951，577，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 330円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 310円 �� 890円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 14，920円

票 数

単勝票数 計 710397 的中 � 168467（2番人気）
複勝票数 計 855270 的中 � 178613（1番人気）� 164549（2番人気）� 48195（7番人気）
枠連票数 計 226853 的中 （5－8） 35482（2番人気）
馬連票数 計1499819 的中 �� 143690（3番人気）
馬単票数 計 594834 的中 �� 32522（5番人気）
ワイド票数 計 895999 的中 �� 82572（2番人気）�� 24476（11番人気）�� 17918（17番人気）
3連複票数 計1978643 的中 ��� 32017（19番人気）
3連単票数 計2753958 的中 ��� 13380（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．2―12．5―12．2―11．3―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．0―48．2―1：00．7―1：12．9―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 3，8，12（5，11，10）6（7，2）1，9，4 4 ・（3，8）－12（5，11）（6，10）（7，2）1，9，4

勝馬の
紹 介

ク ラ ヴ ェ ル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．2 京都1着

2017．2．15生 牝3青鹿 母 ディアデラマドレ 母母 ディアデラノビア 5戦3勝 賞金 32，759，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。

２レース目



22023 8月16日 晴 良 （2新潟3） 第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第55回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
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）

新潟県知事賞（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 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

817 サトノアーサー 牡6青鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：33．1 7．5�
818 トロワゼトワル 牝5鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 81：33．31	 17．0�
23 アンドラステ 牝4黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：33．51	 4．1�
48 ミッキーブリランテ 牡4鹿 56 岩田 康誠野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 クビ 19．8�
510 ミラアイトーン 牡6青鹿56 横山 和生島川 	哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 558＋ 2 〃 アタマ 27．8

612 エントシャイデン 牡5芦 56 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 21：33．6クビ 10．4�
816 グルーヴィット 牡4鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B498＋10 〃 クビ 5．5�
24 メイショウグロッケ 牝6鹿 54 柴田 善臣松本 好	氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462± 01：33．81	 40．0
36 アストラエンブレム 
7鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：33．9� 16．5�
714 プロディガルサン 牡7鹿 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510－ 21：34．0クビ 55．5�
47 � ジャンダルム 牡5黒鹿57 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 498－101：34．21� 66．4�
35 メイケイダイハード 牡5鹿 56 石橋 脩名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 532－ 61：34．3クビ 48．5�
715 ペプチドバンブー 牡5黒鹿56 津村 明秀沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B508＋ 21：34．51	 157．0�
59 ハーレムライン 牝5鹿 54 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 480＋ 61：34．6 128．4�
11 プリモシーン 牝5青鹿56 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 クビ 5．5�
713 ド ー ヴ ァ ー 牡7栗 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：34．81	 98．5�
12 ブラックムーン 牡8鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 510＋101：35．11 169．2�
611 クリノガウディー 牡4栗 56 横山 典弘栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492± 01：36．710 9．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 278，590，400円 複勝： 375，861，100円 枠連： 161，971，000円 馬連： 806，348，500円 馬単： 250，055，700円
ワイド： 546，740，800円 3連複： 1，502，020，300円 3連単： 1，604，358，500円 5重勝： 970，390，800円 計： 6，496，337，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 490円 � 180円 枠 連（8－8） 1，040円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 630円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，820円 3 連 単 ��� 83，420円

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

キャリーオーバー なし����� 1，326，700円

票 数

単勝票数 計2785904 的中 � 296340（4番人気）
複勝票数 計3758611 的中 � 381703（4番人気）� 163622（9番人気）� 638035（1番人気）
枠連票数 計1619710 的中 （8－8） 119898（4番人気）
馬連票数 計8063485 的中 �� 86396（29番人気）
馬単票数 計2500557 的中 �� 14634（55番人気）
ワイド票数 計5467408 的中 �� 57775（32番人気）�� 237562（2番人気）�� 69273（25番人気）
3連複票数 計15020203 的中 ��� 95236（35番人気）
3連単票数 計16043585 的中 ��� 13943（290番人気）
5重勝票数 計9703908 的中 ����� 512

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．7―11．5―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―46．3―57．8―1：09．1―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 18（10，11）（4，5，16）14（3，6，9）（1，7，13）（8，12）15，17，2 4 18－10，11（4，16）（5，14）（3，9）6（1，13）7（8，12）15（17，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアーサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．1生 牡6青鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 20戦5勝 賞金 218，376，000円

22024 8月16日 晴 良 （2新潟3） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：07．5
1：06．5

良
良

24 グッドマックス 牝3芦 52 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448－ 61：09．4 5．2�
59 クイックレス 牝3黒鹿52 武藤 雅中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 450－ 61：09．5� 19．3�
12 グランチェイサー 牡3黒鹿54 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 456＋ 4 〃 クビ 4．3�
47 	 スマートレジーナ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス
マート 434＋ 6 〃 ハナ 118．6�

11 リーゼントアイリス 牝5黒鹿 55
52 ▲原 優介三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 440＋ 21：09．6クビ 62．5�

48 	 モエレコネクター 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大
作ステーブル 520＋121：09．7
 9．9�

815 マイネルテナシャス 牡3青鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：09．8� 8．7


35 グレイスアン 牝4鹿 55 内田 博幸 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 21：09．9クビ 34．8�
612	 プラチナポセイドン 牡4芦 57 丸山 元気	ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 24．2�
23 デルマアイオライト 牝3黒鹿52 木幡 初也浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 474＋ 61：10．0
 231．8
510 キングドンドルマ 牡5青鹿 57

55 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 472－ 2 〃 クビ 12．0�
816 マイネルチューダ 牡3鹿 54

52 △菅原 明良 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 446＋ 41：10．1� 4．9�

713	 マリノオードリー 牝4鹿 55
54 ☆菊沢 一樹和田 志保氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 478＋ 61：10．2� 185．5�

714� スポーカンテソーロ 牝4栗 55 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス	 加藤士津八 米 Summer-

hill Farm B540＋14 〃 クビ 13．7�
611 バットオールソー 牡5栗 57

56 ☆岩田 望来久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋141：10．41� 29．7�

817 マッチャパフェ 牝3鹿 52
51 ☆斎藤 新保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 442＋ 21：11．14 19．6�

36 タマモエクラン 牝3栗 52
49 ▲小林 凌大タマモ	 水野 貴広 日高 スマイルファーム 482－ 81：11．2
 63．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 115，609，700円 複勝： 160，252，900円 枠連： 53，215，800円
馬連： 231，055，000円 馬単： 82，435，800円 ワイド： 185，131，300円
3連複： 387，349，600円 3連単： 413，258，500円 計： 1，628，308，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 460円 � 180円 枠 連（2－5） 2，240円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 440円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 44，200円

票 数

単勝票数 計1156097 的中 � 175694（3番人気）
複勝票数 計1602529 的中 � 257073（1番人気）� 69852（8番人気）� 254600（2番人気）
枠連票数 計 532158 的中 （2－5） 18380（10番人気）
馬連票数 計2310550 的中 �� 38870（16番人気）
馬単票数 計 824358 的中 �� 7530（28番人気）
ワイド票数 計1851313 的中 �� 30596（14番人気）�� 118651（1番人気）�� 25636（20番人気）
3連複票数 計3873496 的中 ��� 41045（13番人気）
3連単票数 計4132585 的中 ��� 6778（107番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドマックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．10．5 東京4着

2017．5．8生 牝3芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 10戦2勝 賞金 23，710，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマアイオライト号・タマモエクラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月16日まで

平地競走に出走できない。

５レース目



（2新潟3）第2日 8月16日（日曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 179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

242，090，000円
3，020，000円
23，610，000円
1，980，000円
28，680，000円
75，070，500円
5，877，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
854，871，300円
1，212，102，900円
365，388，000円
1，846，984，400円
710，027，300円
1，353，242，700円
3，081，962，900円
3，549，974，900円
970，390，800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 13，944，945，200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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