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22025 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3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

45 メイショウハニー 牝5黒鹿58 平沢 健治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 23：06．1 3．4�
813 アーバンキッド �7鹿 60 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480－ 23：07．58 14．6�
69 オレンジオレンジ 牝4鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 454－ 23：07．92� 57．2�
711 オウケンブラック 牡9鹿 60 江田 勇亮福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 23：08．0	 44．6�
11 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 456－ 83：08．1� 6．4�
58 ダイワスキャンプ �8鹿 60 五十嵐雄祐大城 正一氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 83：08．2� 15．6	
712
 クリップスプリンガ 牡6鹿 60 草野 太郎山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 456＋ 43：09．05 3．8

33 レッドレイル �4黒鹿60 小坂 忠士 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444＋ 43：09．21� 33．9�
610 クラウンディバイダ �7黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 456－ 43：09．3	 90．9
46 ウェディングベール 牝5芦 58 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 450－ 23：09．4� 68．5�
57 ルグランパントル �8鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 472－ 43：09．72 9．1�
814 ルンルンキャット 牝4黒鹿58 植野 貴也�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 450－ 23：10．33� 6．5�
34 スリーミネルバ 牝6黒鹿58 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 458＋103：12．5大差 215．2�
22 ハギノフロンティア �5栗 60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 516＋ 6 〃 クビ 18．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，104，400円 複勝： 26，627，900円 枠連： 9，370，800円
馬連： 38，831，800円 馬単： 17，096，600円 ワイド： 28，016，800円
3連複： 61，495，000円 3連単： 63，964，500円 計： 263，507，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 390円 � 1，040円 枠 連（4－8） 730円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，070円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 40，030円 3 連 単 ��� 129，890円

票 数

単勝票数 計 181044 的中 � 41999（1番人気）
複勝票数 計 266279 的中 � 52009（1番人気）� 16514（7番人気）� 5298（9番人気）
枠連票数 計 93708 的中 （4－8） 9872（2番人気）
馬連票数 計 388318 的中 �� 10988（12番人気）
馬単票数 計 170966 的中 �� 2912（15番人気）
ワイド票数 計 280168 的中 �� 6358（16番人気）�� 3484（25番人気）�� 925（58番人気）
3連複票数 計 614950 的中 ��� 1152（102番人気）
3連単票数 計 639645 的中 ��� 357（392番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 49．9－3F 37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウハニー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．9 京都8着

2015．3．30生 牝5黒鹿 母 ピエナマーメイド 母母 グリンパサー 障害：4戦1勝 賞金 11，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シオンコタン号・ショウボート号
（非抽選馬） 1頭 モリトシュン号

22026 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10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
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 ミヤビマドンナ 牝3鹿 54 田辺 裕信村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 458＋ 61：54．7 2．4�
23 ウィップラッシュ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B476＋ 2 〃 アタマ 5．5�
814 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 クビ 6．2�
22 ミスヒアリング 牝3鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 490－161：55．33� 18．0�
712 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 482－ 21：55．4クビ 7．7�
59 アドラツィオーネ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也	G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 01：55．5� 25．6


46 グレイトサンディー 牝3栗 54 木幡 初也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 444－ 41：56．13� 154．9�
47 レッドチアフル 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 440＋121：56．52 64．0�
610 タマノシュシュ 牝3青 54 岩田 康誠玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 424－ 6 〃 ハナ 24．4
11 ジョインザフロウ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 クビ 80．1�
611 セブンシースケイプ 牝3鹿 54 武藤 雅	G1レーシング 勢司 和浩 新冠 新冠橋本牧場 438－ 61：56．92� 194．9�
34 ペイシャバイカ 牝3栗 54

52 △菅原 明良北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム B472± 01：57．0クビ 6．9�
713 ハ ヴ ォ ナ 牝3栗 54

51 ▲原 優介阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 444＋ 61：57．74 303．1�
815 カフェレヨン 牝3黒鹿54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 61：59．29 19．7�
35 シゲルカンムリザ 牝3芦 54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 長浜 秀昭 430－122：04．3大差 340．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，699，000円 複勝： 53，871，400円 枠連： 10，257，500円
馬連： 54，793，100円 馬単： 24，970，000円 ワイド： 47，781，300円
3連複： 81，960，300円 3連単： 85，881，900円 計： 392，214，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 320円 �� 470円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 326990 的中 � 106255（1番人気）
複勝票数 計 538714 的中 � 112970（1番人気）� 102419（2番人気）� 61927（5番人気）
枠連票数 計 102575 的中 （2－5） 15502（1番人気）
馬連票数 計 547931 的中 �� 57660（1番人気）
馬単票数 計 249700 的中 �� 17002（1番人気）
ワイド票数 計 477813 的中 �� 41444（1番人気）�� 25641（6番人気）�� 20407（7番人気）
3連複票数 計 819603 的中 ��� 43597（2番人気）
3連単票数 計 858819 的中 ��� 10604（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―13．5―13．0―12．8―13．1―12．7―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―50．2―1：03．2―1：16．0―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
3，8（2，10，14）（6，15）5（7，12）（4，11）（9，13）1・（3，8）（14，12）（2，10，15）（6，7，11）（1，4，9）－13＝5

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

勝馬の
紹 介

ミヤビマドンナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．5 東京10着

2017．5．28生 牝3鹿 母 ミヤビグレイス 母母 システィーナ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ウィップラッシュ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカンムリザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月22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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ネイビーロマン号・リゼイエロー号

第３回 新潟競馬 第３日



22027 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走11時15分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

35 スペクタクル 牡2栗 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 484＋ 21：12．5 5．1�
611 バ ク シ ン 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480－ 81：12．92� 1．7�
713 ノアヴィグラス 牝2栗 54 内田 博幸佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 454± 01：13．0� 10．3�
47 マリノエンブレム 牝2青鹿54 三浦 皇成矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 440－ 41：13．2� 14．7�
815 アレナマエストロ 牝2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：13．62� 30．7�
23 ベアナチュラル 牡2鹿 54

51 ▲原 優介熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中神牧場 478± 01：13．7� 222．8�
59 イソエイヒカリ 牡2鹿 54

52 △菅原 明良磯部 敏夫氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 466＋ 41：13．8クビ 127．3	
712 セピアノーツ 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 462－ 81：13．9� 60．9

46 タックスリファンド 牡2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 486± 01：14．21� 17．4�
610 ビービーラノビア 牝2鹿 54 戸崎 圭太�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 438＋ 61：14．41	 20．6
814 トペコンヒーロ 牡2栗 54 北村 宏司細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 474＋161：14．71� 44．9�
22 エクレウステソーロ 牡2青鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 434＋ 41：14．8� 202．6�
34 ニシノブライアント 牡2青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 440＋ 41：15．11� 156．5�
11 ベルウッドアカラ 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹鈴木 照雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ
ファーム 472－ 41：15．52� 96．1�

58 ヤマノグリッターズ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 484＋ 21：16．03 26．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，710，400円 複勝： 79，376，400円 枠連： 11，357，100円
馬連： 56，194，400円 馬単： 29，716，200円 ワイド： 49，712，400円
3連複： 85，972，400円 3連単： 107，097，400円 計： 461，136，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 200円 �� 620円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 417104 的中 � 68673（2番人気）
複勝票数 計 793764 的中 � 92172（2番人気）� 423822（1番人気）� 61403（3番人気）
枠連票数 計 113571 的中 （3－6） 23372（1番人気）
馬連票数 計 561944 的中 �� 96701（1番人気）
馬単票数 計 297162 的中 �� 17796（4番人気）
ワイド票数 計 497124 的中 �� 72240（1番人気）�� 17107（7番人気）�� 44168（2番人気）
3連複票数 計 859724 的中 ��� 55011（1番人気）
3連単票数 計1070974 的中 ��� 11320（12番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペクタクル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2020．6．20 東京8着

2018．3．19生 牡2栗 母 スフィンクス 母母 アレグリアス 3戦1勝 賞金 6，400，000円

22028 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （芝・外内）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

55 スマートボムシェル 牡8栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502－ 43：03．5 21．2�
44 ヒロノタイリク 牡5栗 60 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 502－10 〃 クビ 25．0�
810 メイショウゴウリキ 牡5黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 4 〃 アタマ 4．7�
78 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 484＋ 23：03．92� 2．7�
11 テイエムコンドル 牡9鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 23：04．53� 6．2�
22 プレシャスタイム 牡7鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 452－ 43：04．81� 61．5�
811 クリノサンスーシ 牝7鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 456－ 83：05．43� 7．9	
33 シャリオヴァルト �7鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 03：07．7大差 6．4

79 レジェンドパワー �8黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 442－ 43：08．23 81．5�
67 エジステンツァ �6鹿 60 金子 光希 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－183：09．26 14．3
66 シゲルサツマイモ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 502± 03：09．3クビ 19．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 22，613，600円 複勝： 28，628，100円 枠連： 8，818，700円
馬連： 37，936，500円 馬単： 19，267，800円 ワイド： 29，457，900円
3連複： 57，773，500円 3連単： 78，164，000円 計： 282，660，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 520円 � 510円 � 180円 枠 連（4－5） 20，280円

馬 連 �� 13，890円 馬 単 �� 29，980円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 1，850円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 29，980円 3 連 単 ��� 217，120円

票 数

単勝票数 計 226136 的中 � 8523（8番人気）
複勝票数 計 286281 的中 � 12626（9番人気）� 12725（8番人気）� 51269（2番人気）
枠連票数 計 88187 的中 （4－5） 337（29番人気）
馬連票数 計 379365 的中 �� 2116（35番人気）
馬単票数 計 192678 的中 �� 482（73番人気）
ワイド票数 計 294579 的中 �� 2440（33番人気）�� 4116（26番人気）�� 5105（19番人気）
3連複票数 計 577735 的中 ��� 1445（90番人気）
3連単票数 計 781640 的中 ��� 261（552番人気）
上り 1マイル 1：42．6 4F 49．1－3F 36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡8栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 障害：8戦2勝 賞金 24，400，000円
〔制裁〕 メイショウゴウリキ号の騎手小坂忠士は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　ミヤコシャンティ号は，競走中に疾病〔左中間手根骨々折及び左橈側手根骨々折〕

を発症。なお，同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



22029 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．0
1：50．9

重
不良

34 ゴールドレガシー 牡2栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458 ―1：54．9 3．1�

35 カズカポレイ 牡2鹿 54
53 ☆斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 506 ―1：55．0� 3．8�

814 タマダイヤモンド 牝2青鹿54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 486 ―1：55．53 15．4�
712 トーセンダニエル 牡2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 536 ―1：55．92� 101．7�
59 クロフネミッション 牝2芦 54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 516 ―1：56．22 30．9	
11 ブルースコード 牡2黒鹿 54

52 △菅原 明良 
ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 478 ―1：56．62� 5．1�

611 シバノトロフェオ 牡2黒鹿54 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 474 ― 〃 アタマ 34．4�

610 ノームストリーム 牡2鹿 54 石橋 脩水上ふじ子氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 490 ―1：57．13 7．0
47 サクセスエース 牡2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 460 ―1：58．37 52．5�
46 リゾートタイム 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 452 ―1：58．51� 30．2�
23 ベリリウンヌ 牝2鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 442 ―1：59．24 264．6�
815 メイクイットライト 牡2鹿 54 江田 照男
ミルファーム 土田 稔 日高 道見牧場 500 ―1：59．3� 77．9�
22 ブラックアピス 牡2黒鹿54 岩田 康誠藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 的場牧場 486 ―1：59．4� 21．5�
58 ジャヤワルダナ 牡2栗 54

53 ☆岩田 望来大谷 正嗣氏 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 B518 ―2：00．99 49．6�
713 チュウオウペット 牡2栗 54 嶋田 純次新井原 博氏 伊藤 伸一 新冠 川上牧場 504 ―2：09．8大差 198．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，059，400円 複勝： 37，890，800円 枠連： 13，132，500円
馬連： 48，865，500円 馬単： 22，267，300円 ワイド： 41，199，300円
3連複： 72，037，300円 3連単： 77，162，200円 計： 350，614，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 280円 枠 連（3－3） 680円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 290円 �� 790円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 380594 的中 � 99809（1番人気）
複勝票数 計 378908 的中 � 84947（1番人気）� 72886（2番人気）� 25125（5番人気）
枠連票数 計 131325 的中 （3－3） 14791（3番人気）
馬連票数 計 488655 的中 �� 55779（1番人気）
馬単票数 計 222673 的中 �� 15693（1番人気）
ワイド票数 計 411993 的中 �� 41412（1番人気）�� 12497（7番人気）�� 10113（10番人気）
3連複票数 計 720373 的中 ��� 18888（6番人気）
3連単票数 計 771622 的中 ��� 5798（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．9―13．5―13．0―12．7―13．3―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．6―50．1―1：03．1―1：15．8―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
・（5，6）10，2，1，9，14－（7，3）15－13（8，12）4＝11
5，10，6（14，1）2，9，4（7，3）－12－15－（8，11）＝13

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

勝馬の
紹 介

ゴールドレガシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unusual Heat 初出走

2018．2．5生 牡2栗 母 ベルエアシズル 母母 Bel Air Belle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブラックアピス号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チュウオウペット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月22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）11頭 アイリッシュボム号・エコロディバイン号・グランツアーテム号・ゴーストレート号・サザンジンジャー号・

ゼローソ号・チュイション号・トーセンレスリー号・ネオエックス号・ブルーローズシップ号・レジリエンススター号

22030 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第6競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走13時05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

510� リーガルバトル 牡3黒鹿54 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-
toral Pty Ltd 516＋ 61：35．2 1．7�

611 ラルワースコーヴ 牝3青鹿 54
53 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－10 〃 クビ 58．7�
24 ト キ メ キ 牝3栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 486＋10 〃 クビ 12．1�
818 アルソリート 牝3鹿 54 武藤 雅 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 21：35．3	 145．6�
714 ゲームアルアル 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 61：35．4クビ 9．5�
36 ナンヨーアイゼン 牝3鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466－ 61：36．03	 7．3	
713 ヤマニンガラッシア 牡3青鹿56 戸崎 圭太土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 422＋ 61：36．31
 9．0

48 アイルショウユー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 420－ 8 〃 クビ 41．9�
59 テクノポリス �3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋ 41：36．62 24．1�
12 サトノバシリス 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 サトミホースカンパニー 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 442＋101：36．81	 125．4�
35 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 432＋ 41：36．9クビ 342．1�
715 グレイトムーン 牡3黒鹿56 M．デムーロ スリーエイチレーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 18．6�
23 サ ク ラ マ ス 牝3芦 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 422＋ 4 〃 ハナ 65．4�
817 アトラクトボイス 牡3鹿 56 内田 博幸大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 430＋ 41：37．11� 142．9�
11 ゴールデンエポック 牡3栗 56

54 △菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B458＋ 81：37．73	 24．0�

47 ツ キ サ エ ル 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 426＋161：37．8	 283．6�

816 レ ハ ー ル 牡3鹿 56 柴田 大知木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 北光牧場 442＋ 41：40．4大差 87．5�
612 デ イ タ イ ム 牡3黒鹿56 野中悠太郎 ローレルレーシング 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 B468＋ 61：40．93 375．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，486，000円 複勝： 112，935，700円 枠連： 14，236，900円
馬連： 63，007，500円 馬単： 30，769，800円 ワイド： 56，810，200円
3連複： 96，404，500円 3連単： 119，318，000円 計： 534，968，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，090円 � 210円 枠 連（5－6） 4，450円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 350円 �� 5，570円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 56，280円

票 数

単勝票数 計 414860 的中 � 192459（1番人気）
複勝票数 計1129357 的中 � 676443（1番人気）� 9764（11番人気）� 71422（4番人気）
枠連票数 計 142369 的中 （5－6） 2479（14番人気）
馬連票数 計 630075 的中 �� 8750（16番人気）
馬単票数 計 307698 的中 �� 3139（19番人気）
ワイド票数 計 568102 的中 �� 7198（21番人気）�� 47512（2番人気）�� 2402（46番人気）
3連複票数 計 964045 的中 ��� 5288（37番人気）
3連単票数 計1193180 的中 ��� 1537（155番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．7―12．4―12．3―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．3―47．7―1：00．0―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リーガルバトル �
�
父 Smart Missile �

�
母父 Danzero デビュー 2020．1．13 中山2着

2017．8．25生 牡3黒鹿 母 Pyrography 母母 Burningwood 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レハール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月22日まで平地競走に出

走できない。
デイタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月22日まで平地競走に
出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 アルトゥーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22日まで平地競走に出走できな
い。



22031 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第7競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走13時35分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

59 ベデザンジュ 牝3鹿 54 田辺 裕信�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋102：26．9 1．7�

36 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54
52 △菅原 明良田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 474－ 62：27．43 42．2�

12 スターリーゴールド 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 460－ 22：27．71� 6．5�
24 ウインランウェイ 牡3鹿 56 伊藤 工真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 426－ 22：27．91� 23．5�
713 ダンスグルーヴィ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 456＋ 42：28．11� 36．1	
612 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 岩田 康誠 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B478＋12 〃 アタマ 24．3

35 ロンドンストライプ 牡3黒鹿56 丸田 恭介ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 モトスファーム 446－ 62：28．2	 366．0�
818 アルベロベッロ 牡3鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B516＋ 42：28．83	 5．2�
816 ピオニーテソーロ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 幌村牧場 410－ 62：29．01 409．1

47 マーチクイーン 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 454＋ 42：29．53 120．0�
715 マイネルケイローン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B440＋ 4 〃 アタマ 13．8�
23 ウインエアフォルク 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 6 〃 ハナ 20．9�
510 ゼ ノ ン 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 452－ 22：29．6	 119．6�
611 クロトノーナ 牝3芦 54 武藤 雅 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 418＋ 42：29．7	 69．8�
817 オプティマス 
3栗 56 野中悠太郎 �社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 448＋ 42：30．12	 262．1�
48 メイショウカイコウ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 432＋ 62：30．84 92．3�
11 レーヴドオルフェ 牡3栗 56 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 490＋122：31．01	 139．9�
714 コパノカリブ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 452－ 62：31．74 99．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，602，900円 複勝： 77，801，500円 枠連： 15，218，000円
馬連： 70，475，200円 馬単： 36，336，000円 ワイド： 58，454，600円
3連複： 107，576，100円 3連単： 137，233，700円 計： 545，698，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 180円 枠 連（3－5） 2，050円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 600円 �� 260円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 14，550円

票 数

単勝票数 計 426029 的中 � 199296（1番人気）
複勝票数 計 778015 的中 � 365015（1番人気）� 22937（8番人気）� 80091（2番人気）
枠連票数 計 152180 的中 （3－5） 5743（6番人気）
馬連票数 計 704752 的中 �� 26916（8番人気）
馬単票数 計 363360 的中 �� 10654（9番人気）
ワイド票数 計 584546 的中 �� 24105（6番人気）�� 65646（1番人気）�� 6060（22番人気）
3連複票数 計1075761 的中 ��� 19877（12番人気）
3連単票数 計1372337 的中 ��� 6834（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―11．7―12．4―12．3―12．7―12．6―12．7―12．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．8―35．7―47．4―59．8―1：12．1―1：24．8―1：37．4―1：50．1―2：02．8―2：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．8
1
3

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

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

ベデザンジュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．5．16 新潟2着

2017．5．22生 牝3鹿 母 アナンジュパス 母母 エンゼルカロ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ピオニーテソーロ号・マーチクイーン号・クロトノーナ号・オプティマス号・レーヴドオルフェ号は，「3走成

績による出走制限」のため，令和2年10月22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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グロースザゴールド号
（非抽選馬） 1頭 ランサムトラップ号

22032 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05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

712� マリノスピカ 牝4栗 55 木幡 巧也和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 484＋201：12．4 230．3�
47 グラドゥアーレ 牡6栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 18．5�
35 	 ワールドイズマイン 牝4鹿 55

53 △菅原 明良�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 454－ 4 〃 ハナ 2．2�

34 ミツカネプリンス 牡3芦 54 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 446＋ 41：12．61
 16．4�
22 ヒロノトウリョウ 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 494＋ 61：12．7クビ 67．8	
713	 ヴァンデリオン 牡3栗 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 476± 01：12．8� 3．0


11 ニシノミンクス 牝3鹿 52 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 454± 01：13．22� 7．6�
815 アイアンゾーン 牝4芦 55 野中悠太郎池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 446－ 2 〃 ハナ 116．0�
23 ルヴァンヴェール 牡3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B480＋ 21：13．3� 44．0
58 � クラウンカーネル 6芦 57

56 ☆木幡 育也矢野 雅子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 430－101：13．51
 349．2�
46 テリオスベル 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B436＋161：13．6� 20．8�
611 ジーナアイリス 牝4芦 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 550＋181：13．7� 12．7�
814	 コスモペリドット 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 498－121：13．91
 39．3�
610� スティールティアラ 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗菅野 守雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 村上牧場 482－ 61：14．0� 96．6�
59 � グランミューク 牡4栗 57

54 ▲原 優介庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 478－121：14．42� 334．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，860，600円 複勝： 56，976，700円 枠連： 13，839，500円
馬連： 69，143，300円 馬単： 29，911，500円 ワイド： 52，673，700円
3連複： 110，929，200円 3連単： 128，848，700円 計： 504，183，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，030円 複 勝 � 2，650円 � 270円 � 120円 枠 連（4－7） 1，610円

馬 連 �� 119，080円 馬 単 �� 186，940円

ワ イ ド �� 21，340円 �� 7，150円 �� 560円

3 連 複 ��� 82，120円 3 連 単 ��� 1，394，250円

票 数

単勝票数 計 418606 的中 � 1454（13番人気）
複勝票数 計 569767 的中 � 3281（13番人気）� 43589（4番人気）� 206125（1番人気）
枠連票数 計 138395 的中 （4－7） 6653（7番人気）
馬連票数 計 691433 的中 �� 450（74番人気）
馬単票数 計 299115 的中 �� 120（134番人気）
ワイド票数 計 526737 的中 �� 605（74番人気）�� 1819（44番人気）�� 26265（5番人気）
3連複票数 計1109292 的中 ��� 1013（121番人気）
3連単票数 計1288487 的中 ��� 67（1160番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．9―12．5―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マリノスピカ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サウスヴィグラス

2016．2．16生 牝4栗 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 5戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ルヴァンヴェール号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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） 5頭 コルニリア号・ヒカリトップメモリ号・マリノリヴィエール号・ヤサカパフィー号・ワンモアバイト号
（非抽選馬） 2頭 オメガエリタージュ号・スマートグランダム号



22033 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第9競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 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）；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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

23 アスターマリンバ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 516－101：51．7 2．5�
611 モ レ ッ キ �6黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：51．91	 32．3�
34 コ ス タ ネ ラ 牝5栗 55 岩田 望来 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 8．1�
11 
 キクノフェリックス 牡6黒鹿57 柴田 大知菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 482＋ 21：52．11 14．5�
814 レオステップアップ 牡5栗 57 小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 498－ 21：52．74 245．1	
58 
 フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478－161：52．8� 40．3

47 
 グラマラスライフ 牝5黒鹿55 木幡 育也 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B490＋14 〃 クビ 30．4�
712 サルサレイア 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 494＋ 21：52．9� 2．8�
46 ワカミヤオウジ 牡5青 57 野中悠太郎芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 496＋ 4 〃 クビ 224．5
35 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57 斎藤 新バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 472＋ 41：53．0� 63．3�
610 ベルジュネス �4鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B472＋ 81：53．1アタマ 6．4�
59 リンガスビンゴ 牝5黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 524－ 21：53．31	 38．0�
22 マテリアルワールド 牡4鹿 57 菊沢 一樹堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B520－ 41：53．83 197．5�
815 ジュニエーブル 牡6鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B444＋101：54．33 257．5�
713 エグジットラック 牡6栗 57 江田 照男廣崎 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 522＋ 21：54．4クビ 106．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，155，700円 複勝： 73，037，400円 枠連： 17，200，200円
馬連： 105，367，700円 馬単： 41，067，600円 ワイド： 77，512，700円
3連複： 162，973，000円 3連単： 191，806，700円 計： 721，121，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 570円 � 200円 枠 連（2－6） 780円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 550円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 36，550円

票 数

単勝票数 計 521557 的中 � 163369（1番人気）
複勝票数 計 730374 的中 � 133036（2番人気）� 25468（7番人気）� 98199（4番人気）
枠連票数 計 172002 的中 （2－6） 17002（3番人気）
馬連票数 計1053677 的中 �� 20814（11番人気）
馬単票数 計 410676 的中 �� 5790（19番人気）
ワイド票数 計 775127 的中 �� 13820（13番人気）�� 38302（6番人気）�� 7920（25番人気）
3連複票数 計1629730 的中 ��� 14036（27番人気）
3連単票数 計1918067 的中 ��� 3804（111番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―12．8―12．4―12．7―12．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．2―49．0―1：01．4―1：14．1―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
11－3（1，4，10）（5，14）（6，8）（7，12）－2（9，15）13
11－3（4，10）（1，12）14（6，5）8（9，7）2，15，13

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

勝馬の
紹 介

アスターマリンバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．10．12 京都2着

2017．2．23生 牡3黒鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 9戦3勝 賞金 33，729，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トークフレンドリー号
（非抽選馬）19頭 アオテン号・アポロアベリア号・アルコレーヌ号・ウインフォルティス号・エピキュール号・セラン号・タピゾー号・

ディスカバー号・トゥルボー号・ヒロイックテイル号・フーズサイド号・メイショウカズサ号・モリトシラユリ号・
ラストマン号・リバーシブルレーン号・リーガルマインド号・レッドゼノン号・レディマドンナ号・ロードストライク号

22034 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

きよつきょう

清津峡ステークス
発走15時10分 （芝・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 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

22 ニシオボヌール �8黒鹿57 横山 典弘三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 500± 01：09．5 12．4�
11 	 ヒロイックアゲン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 488＋ 4 〃 クビ 2．6�
44 レ ノ ー ア 牝4栗 55 岩田 望来畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 428＋ 21：09．81
 2．4�
55 レジーナドーロ 牝5栗 55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B456－ 61：10．11
 5．9�
88 ナンヨーアミーコ �7栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 アタマ 8．8�
66 コロラトゥーレ 牝6鹿 55 菊沢 一樹廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 464－ 61：10．2� 42．6	
33 ナーゲルリング 牝4黒鹿55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474＋ 21：10．3
 65．6�
77 イ オ ラ ニ �9黒鹿57 岩田 康誠 �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 B488－181：12．0大差 15．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 52，941，300円 複勝： 48，809，100円 枠連： 発売なし
馬連： 96，720，900円 馬単： 44，512，200円 ワイド： 54，411，600円
3連複： 104，221，700円 3連単： 215，520，900円 計： 617，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 190円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 330円 �� 420円 �� 140円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 529413 的中 � 34070（5番人気）
複勝票数 計 488091 的中 � 42204（5番人気）� 132071（1番人気）� 125387（2番人気）
馬連票数 計 967209 的中 �� 82449（3番人気）
馬単票数 計 445122 的中 �� 11870（10番人気）
ワイド票数 計 544116 的中 �� 35641（5番人気）�� 26244（7番人気）�� 127756（1番人気）
3連複票数 計1042217 的中 ��� 117016（3番人気）
3連単票数 計2155209 的中 ��� 25018（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．0―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシオボヌール 
�
父 アッミラーレ 

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．21 京都1着

2012．4．20生 �8黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 44戦5勝 賞金 92，226，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



22035 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・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 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

11 ソロフレーズ 牡5青鹿57 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 22：13．6 70．0�

816 グロンディオーズ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 538－202：13．7� 14．4�
59 マイネルラフレシア 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 42：13．91� 153．8�
612 ダンスディライト 牡4黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 504＋ 62：14．32� 4．6�
12 エストスペリオル 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 446－122：14．4	 33．7	
510 ヒュミドール 
4鹿 57 武藤 雅�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 462± 02：14．5	 12．6

714 ナムラドノヴァン 牡5鹿 57 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 500－ 42：14．6クビ 9．3�
23 ノチェブランカ 牝5芦 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B472± 0 〃 クビ 11．1�
36 ミッキーバード 牡5鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム B530＋ 22：14．7クビ 24．3
35 ロ ジ テ ィ ナ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 526－16 〃 アタマ 28．1�
611 トラストケンシン 牡5鹿 57 野中悠太郎菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 470＋ 8 〃 アタマ 5．4�
815 グレンガリー 
5鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：15．44 36．5�
47 ローズテソーロ 牝4青鹿55 岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 452－ 8 〃 アタマ 5．7�
48 ダイアナブライト 牝4鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋102：15．5	 9．6�
713 アストラサンタン 牝5青鹿55 田辺 裕信丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476＋102：16．13� 14．9�
24 � スターライトブルー 牡6黒鹿57 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 62：16．31� 109．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 102，489，600円 複勝： 156，910，400円 枠連： 75，793，300円
馬連： 309，489，500円 馬単： 98，475，900円 ワイド： 212，028，500円
3連複： 528，109，600円 3連単： 528，999，600円 計： 2，012，296，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，000円 複 勝 � 2，010円 � 560円 � 3，530円 枠 連（1－8） 11，540円

馬 連 �� 65，100円 馬 単 �� 151，960円

ワ イ ド �� 17，570円 �� 37，150円 �� 39，570円

3 連 複 ��� 1，472，420円 3 連 単 ��� 6，728，500円

票 数

単勝票数 計1024896 的中 � 11711（14番人気）
複勝票数 計1569104 的中 � 20048（14番人気）� 79554（9番人気）� 11269（15番人気）
枠連票数 計 757933 的中 （1－8） 5087（30番人気）
馬連票数 計3094895 的中 �� 3684（96番人気）
馬単票数 計 984759 的中 �� 486（208番人気）
ワイド票数 計2120285 的中 �� 3121（97番人気）�� 1473（115番人気）�� 1383（117番人気）
3連複票数 計5281096 的中 ��� 269（557番人気）
3連単票数 計5289996 的中 ��� 57（3256番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―10．8―12．1―13．0―12．5―12．6―12．6―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―34．2―46．3―59．3―1：11．8―1：24．4―1：37．0―1：49．3―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソロフレーズ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．28 東京12着

2015．5．13生 牡5青鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 19戦4勝 賞金 55，436，000円
〔発走状況〕 トラストケンシン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ダンスディライト号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・

4番）

22036 8月22日 晴 良 （2新潟3） 第3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） （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
1：44．6
1：43．9

良
良

811 グルファクシー 牝4栗 55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋101：49．4 17．5�

79 カインドリー 牝3黒鹿 52
50 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 444＋ 4 〃 クビ 8．7�
66 ノーエクスキューズ 牡3青鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 492± 01：49．72 2．6�
44 ジーナスイート 牝5芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 440－ 61：49．8クビ 4．6�
78 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 54 M．デムーロ平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 520＋ 2 〃 クビ 3．9	
55 マリノソフィア 牝3黒鹿52 柴田 善臣矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 454＋ 61：49．9クビ 15．9

67 ハローキャンディ 牝3鹿 52

49 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 444＋161：50．11� 35．5�
33 	 フォーチュンリング 牝5鹿 55

53 △菅原 明良岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 454± 01：50．31
 32．0�
810 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿52 武士沢友治瀬谷 雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 420－ 21：50．62 32．5�
22 キョシンタンカイ 牡3黒鹿54 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500＋ 61：51．98 15．1�
11 ミッキーフォンテン 牝4青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 424＋14 〃 クビ 63．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 99，450，400円 複勝： 110，646，200円 枠連： 26，762，000円
馬連： 150，631，500円 馬単： 64，966，600円 ワイド： 116，442，600円
3連複： 217，194，000円 3連単： 310，546，900円 計： 1，096，640，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 340円 � 240円 � 140円 枠 連（7－8） 1，340円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 15，060円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 800円 �� 540円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 68，620円

票 数

単勝票数 計 994504 的中 � 45427（7番人気）
複勝票数 計1106462 的中 � 66952（6番人気）� 110192（4番人気）� 266080（1番人気）
枠連票数 計 267620 的中 （7－8） 15399（4番人気）
馬連票数 計1506315 的中 �� 17020（23番人気）
馬単票数 計 649666 的中 �� 3234（49番人気）
ワイド票数 計1164426 的中 �� 13855（26番人気）�� 37319（8番人気）�� 58866（4番人気）
3連複票数 計2171940 的中 ��� 24880（23番人気）
3連単票数 計3105469 的中 ��� 3281（226番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―13．2―12．8―12．2―11．3―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．6―50．8―1：03．6―1：15．8―1：27．1―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．6
3 8，9（5，4）10（2，3，7，11）（1，6） 4 8，9（5，4）（2，7，10）11，3（1，6）

勝馬の
紹 介

グルファクシー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．4．28 東京1着

2016．2．15生 牝4栗 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 6戦2勝 賞金 14，110，000円
〔制裁〕 ビバヴィットーリオ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5

番）



（2新潟3）第3日 8月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

219，420，000円
8，210，000円
19，550，000円
1，230，000円
24，270，000円
72，998，000円
6，177，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
586，173，300円
863，511，600円
215，986，500円
1，101，456，900円
459，357，500円
824，501，600円
1，686，646，600円
2，044，544，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，782，178，500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3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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