
22085 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第1競走 ��
��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

510 レ ガ ト ゥ ス 牡2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 562＋ 81：36．5 2．7�
612 コンソレーション 牡2青 54 石橋 脩伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 7．4�
818 ニシノソメイノ 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 404－141：36．6� 34．8�
48 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 488－ 61：36．91� 146．9�
47 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 472－ 21：37．0� 5．8�
714 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 422＋ 4 〃 クビ 7．1	
24 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± 01：37．1� 7．9

611 アレッタレジーナ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 430± 01：37．52� 25．6�

713 コスモザクロ 牡2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 勇介 新ひだか 野坂牧場 424＋ 21：37．6クビ 189．2
59 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 412＋ 2 〃 アタマ 57．4�
816 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 474＋ 41：37．7� 271．8�
11 トップシンデレラ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 444－ 21：37．8� 26．0�
12 トーセンサンドラ 牝2鹿 54 木幡 初也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 6 〃 クビ 244．1�
36 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 474＋101：37．9� 85．7�
23 ヨウコウザクラ 牝2芦 54 三浦 皇成吉田 安惠氏 尾形 和幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 17．3�
35 スターインパクト 牡2青鹿 54

53 ☆斎藤 新伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 21：38．0� 93．0�
817 クアドリフォリオ 牝2黒鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋181：38．42� 34．4�
715 キャメルクラッチ 牝2鹿 54 杉原 誠人 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 420＋10 〃 クビ 417．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，926，100円 複勝： 65，579，300円 枠連： 14，804，600円
馬連： 67，437，600円 馬単： 28，228，500円 ワイド： 62，309，500円
3連複： 106，339，000円 3連単： 100，992，500円 計： 490，617，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 210円 � 780円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，610円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 20，230円

票 数

単勝票数 計 449261 的中 � 135833（1番人気）
複勝票数 計 655793 的中 � 130736（1番人気）� 83074（4番人気）� 16094（10番人気）
枠連票数 計 148046 的中 （5－6） 15419（3番人気）
馬連票数 計 674376 的中 �� 51303（2番人気）
馬単票数 計 282285 的中 �� 14333（2番人気）
ワイド票数 計 623095 的中 �� 38710（2番人気）�� 9571（17番人気）�� 5714（31番人気）
3連複票数 計1063390 的中 ��� 11188（19番人気）
3連単票数 計1009925 的中 ��� 3619（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―13．2―12．7―11．4―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．1―49．3―1：02．0―1：13．4―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ガ ト ゥ ス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．14 東京6着

2018．1．22生 牡2黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ニシノソメイノ号の騎手武藤雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・7番）
※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 サツキティアラ号

22086 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第2競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時45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
2：01．8
1：58．9

良
良

56 フ ル ネ ー ズ 牡2鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：03．9 4．1�
812 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 460－ 22：04．11� 3．0�
55 レッドヴェロシティ 牡2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 540＋ 82：04．2� 6．4�
33 インペリアルツアー 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 442± 0 〃 クビ 157．2	
811 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 458＋ 6 〃 アタマ 18．3

22 ワンプレート 牡2鹿 54 木幡 巧也中村 智幸氏 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 488± 02：04．3	 261．2�
79 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 450＋ 22：04．72	 22．3�
68 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 442＋ 42：04．91� 28．6
44 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 464－ 62：05．0	 3．2�
11 ロッソネーリ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新ひだか 今 牧場 436＋ 22：05．31� 89．7�
710 スズノイナズマ 牡2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 448－ 82：06．78 155．1�
67 トキメキヴィーナス 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田ファーム 514＋ 82：10．0大差 293．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，835，700円 複勝： 42，993，800円 枠連： 10，658，800円
馬連： 57，572，400円 馬単： 30，363，200円 ワイド： 42，259，000円
3連複： 83，023，300円 3連単： 127，560，500円 計： 433，266，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 388357 的中 � 79282（3番人気）
複勝票数 計 429938 的中 � 82435（3番人気）� 94153（2番人気）� 47001（4番人気）
枠連票数 計 106588 的中 （5－8） 22322（2番人気）
馬連票数 計 575724 的中 �� 71901（3番人気）
馬単票数 計 303632 的中 �� 18837（6番人気）
ワイド票数 計 422590 的中 �� 43425（3番人気）�� 22899（6番人気）�� 28874（5番人気）
3連複票数 計 830233 的中 ��� 59683（4番人気）
3連単票数 計1275605 的中 ��� 19458（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．6―13．2―12．7―12．4―12．3―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．5―49．7―1：02．4―1：14．8―1：27．1―1：39．4―1：51．5

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

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

勝馬の
紹 介

フ ル ネ ー ズ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．12 福島3着

2018．2．10生 牡2鹿 母 アルフォンシーヌ 母母 ラトラヴィアータ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トキメキヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月6日まで平地

競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第８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



22087 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第3競走 ��1，200�3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
1：09．1
1：08．7

重
重

814 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 B526－ 41：12．1 4．4�
712 ファラウェイ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 552± 01：12．42 13．4�
713 ロードオブイサチル 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B472± 01：12．5� 8．3�
46 キ ラ ラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：12．7� 3．6�
611 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 482＋ 6 〃 クビ 20．2�
22 チートコード 牡3鹿 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 B508＋ 21：13．01� 5．8	
815 セイウンノア 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 508＋ 41：13．1� 35．3

59 ショシカンテツ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 506＋ 81：13．2クビ 18．2�
35 ボウイッシュ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 448＋161：13．3� 71．1�
23 ソルレオーネ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 490＋101：13．51� 96．5
610 サンマルクリスエス 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹相馬 勇氏 和田 勇介 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 442－101：13．6� 17．7�

11 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 464－ 8 〃 アタマ 46．9�
47 サンデープリンセス 牝3青鹿 54

52 △菅原 明良藤田 好紀氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 B466－ 21：13．7� 66．5�
58 マニールリッヒ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 488－ 21：14．12� 7．3�
34 カシノアジュライト 牝3鹿 54 荻野 極柏木 務氏 加藤 和宏 浦河 フクオカファーム 502－101：18．0大差 321．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，039，700円 複勝： 66，691，800円 枠連： 13，449，500円
馬連： 68，154，200円 馬単： 29，138，300円 ワイド： 60，527，400円
3連複： 105，666，400円 3連単： 101，541，800円 計： 485，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 390円 � 250円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 950円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 40，920円

票 数

単勝票数 計 400397 的中 � 72065（2番人気）
複勝票数 計 666918 的中 � 116916（2番人気）� 37176（6番人気）� 68231（5番人気）
枠連票数 計 134495 的中 （7－8） 9303（4番人気）
馬連票数 計 681542 的中 �� 16216（11番人気）
馬単票数 計 291383 的中 �� 4604（18番人気）
ワイド票数 計 605274 的中 �� 14204（11番人気）�� 16680（8番人気）�� 7422（29番人気）
3連複票数 計1056664 的中 ��� 10524（26番人気）
3連単票数 計1015418 的中 ��� 1799（130番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．1―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．7―35．8―48．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイルポスト �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 トワイニング デビュー 2019．6．29 函館3着

2017．3．26生 牡3栗 母 アンプレヴー 母母 マイワイルドフラワー 6戦1勝 賞金 12，200，000円
〔騎手変更〕 チートコード号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため吉田豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノアジュライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月6日まで平地競

走に出走できない。

22088 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8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

22 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 B496－ 41：53．5 5．6�

815 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 472－ 2 〃 クビ 7．4�

11 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 440＋ 21：53．6� 11．0�
47 スーリエドヴェール 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 476－ 81：54．02 61．3�
23 グッドリドゥンス 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 480＋ 61：54．1	 14．9	
611 ジオパークアポロ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 444－ 21：54．63 13．3

610
 セイウンソルジャー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 522＋ 61：55．02� 8．9�
46 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド B468＋ 41：55．21� 3．7�

814
 マイネルサブマリン 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett B494＋ 21：56．15 9．3

713 トウカイラルゴ 牡3黒鹿56 野中悠太郎内村 正則氏 栗田 徹 日高 碧雲牧場 B494－ 21：56．2	 30．6�
58 カ ス ミ 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 466＋ 21：56．41� 227．1�
34 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 474＋ 61：56．71� 6．9�
712
 アトランタテソーロ 牡3鹿 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米
Paget Bloodstock
& Galtee Blood-
stock Ltd.

550＋ 81：58．4大差 162．3�
35 ト リ ッ タ ウ 牝3鹿 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋ 21：59．25 193．4�
59 アレアシオン 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 466－142：02．3大差 94．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，900，200円 複勝： 68，150，400円 枠連： 14，021，700円
馬連： 68，051，100円 馬単： 27，507，200円 ワイド： 63，071，300円
3連複： 103，728，800円 3連単： 105，049，700円 計： 489，480，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 230円 � 320円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 770円 �� 960円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 34，690円

票 数

単勝票数 計 399002 的中 � 56374（2番人気）
複勝票数 計 681504 的中 � 121400（1番人気）� 76125（4番人気）� 48314（7番人気）
枠連票数 計 140217 的中 （2－8） 11551（3番人気）
馬連票数 計 680511 的中 �� 26181（6番人気）
馬単票数 計 275072 的中 �� 6073（9番人気）
ワイド票数 計 630713 的中 �� 21635（6番人気）�� 17014（11番人気）�� 8972（24番人気）
3連複票数 計1037288 的中 ��� 11242（25番人気）
3連単票数 計1050497 的中 ��� 2195（118番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―13．2―13．1―12．9―12．7―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．2―49．4―1：02．5―1：15．4―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（1，4）6（2，13）（5，14）（7，15）10，8－12，11－3＝9・（1，4）6（2，15）13（7，14，10）3，5（8，11）－12＝9

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

勝馬の
紹 介

ジチュダケテソーロ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2019．8．4 新潟10着

2017．2．22生 牡3鹿 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 13戦1勝 賞金 16，760，000円
〔その他〕 アレアシオン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「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〕 トリッタウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月6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〕 トリッタウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月6日まで平地競走に出走できない。



22089 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8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

817 レ ベ ラ ン ス 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442 ―1：49．7 4．9�
818 マ カ ラ プ ア 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 414 ―1：49．91� 21．4�
714 エイメイカカン 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：50．11 93．9�
713 ショウナンパワフル 牡2黒鹿54 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 512 ―1：50．31� 13．9�
611 フ ル フ ィ ル 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来大塚 亮一氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 454 ―1：50．51� 14．6	
（アドマイヤブーケ）

816 ダノンヴェロシティ 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 428 ―1：50．71� 7．0

24 クロンターフ 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 2．2�
612 ウインマイソウル 牡2栗 54 武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 416 ―1：51．65 82．4�
47 ゲットアップ �2黒鹿54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B484 ―1：51．7� 38．7
48 エ ミ ー ジ ョ 牝2青鹿54 柴田 善臣木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 クビ 140．6�
35 クリノザウルス 牡2鹿 54 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 462 ―1：51．91� 206．7�
59 サニースポット 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：52．0クビ 85．8�
715 アスマスティーブ 牡2鹿 54 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 464 ―1：52．32 266．9�
12 アトラスエース 牡2鹿 54 宮崎 北斗柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 472 ―1：52．93� 305．0�
36 デルマジゾウ 牡2芦 54

53 ☆斎藤 新浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 480 ―1：53．11� 199．4�
11 アスキットローラ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大中江 隆一氏 和田 雄二 新ひだか 久保 秀雄 444 ―1：53．2� 187．6�
510 マッシブディール �2鹿 54

52 △菅原 明良岡田 牧雄氏 池上 昌和 日高 日高大洋牧場 500 ―1：54．37 183．2�
23 ノックトゥワイス 牡2栗 54 池添 謙一飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：54．4クビ 8．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，752，800円 複勝： 52，885，800円 枠連： 17，439，500円
馬連： 59，428，900円 馬単： 29，780，800円 ワイド： 48，453，100円
3連複： 83，467，300円 3連単： 93，890，000円 計： 436，098，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 620円 � 1，260円 枠 連（8－8） 990円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 4，160円 �� 10，000円

3 連 複 ��� 63，550円 3 連 単 ��� 277，830円

票 数

単勝票数 計 507528 的中 � 84625（2番人気）
複勝票数 計 528858 的中 � 85471（2番人気）� 20267（7番人気）� 9282（9番人気）
枠連票数 計 174395 的中 （8－8） 13577（3番人気）
馬連票数 計 594289 的中 �� 7479（17番人気）
馬単票数 計 297808 的中 �� 2186（31番人気）
ワイド票数 計 484531 的中 �� 7604（17番人気）�� 2990（35番人気）�� 1230（67番人気）
3連複票数 計 834673 的中 ��� 985（132番人気）
3連単票数 計 938900 的中 ��� 245（553番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―49．2―1：02．1―1：14．6―1：26．4―1：38．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ベ ラ ン ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．3．14生 牡2鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ショウナンパワフル号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 グランエース号・トーセンニック号・フレーゲル号・マイネルヒッツェ号・メイショウムラクモ号・レヴカ号

22090 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8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

24 デルニエエトワール 牝3青鹿54 池添 謙一�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 484－ 41：34．7 9．0�

714 ハリウッドヒルズ 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494 ―1：34．91� 6．3�

612 ロジマジェスティ 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426－ 41：35．21� 8．2�

510 テ ル ヌ ー ラ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：35．41� 5．7�
23 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 460＋ 61：35．72 5．5�
11 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 490＋ 8 〃 クビ 15．8	
818 オレンジブラウニー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 440± 01：35．8� 43．7

48 ヤマニンガラッシア 牡3青鹿 56

54 △菅原 明良土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 420－ 21：35．9� 24．5�
713 トーセンポエム 牡3青 56 木幡 初也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム B482－121：36．11 176．1
36 ヒューマニズム 牝3栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 554－ 81：36．2� 46．3�
816 ハワーマハル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 464＋ 21：36．3� 101．4�
715 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 460＋ 41：36．51� 3．8�

817 ハイテイブルース 牡3栗 56 的場 勇人中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 478－ 4 〃 ハナ 231．6�
611 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 468－ 81：36．82 21．8�
47 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 436－ 21：37．01� 135．7�

12 キューゴーパドック 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 490± 01：37．31� 189．9�

59 アプローズユウ 牝3鹿 54 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 458± 01：37．62 50．9�
35 マ イ ラ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 404＋ 21：38．66 509．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，923，800円 複勝： 61，997，700円 枠連： 18，066，600円
馬連： 65，713，700円 馬単： 26，303，000円 ワイド： 59，147，500円
3連複： 99，043，700円 3連単： 93，398，900円 計： 464，594，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 280円 � 290円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，290円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 計 409238 的中 � 36149（6番人気）
複勝票数 計 619977 的中 � 62623（4番人気）� 57376（5番人気）� 56211（6番人気）
枠連票数 計 180666 的中 （2－7） 36660（1番人気）
馬連票数 計 657137 的中 �� 18429（13番人気）
馬単票数 計 263030 的中 �� 3369（27番人気）
ワイド票数 計 591475 的中 �� 11419（14番人気）�� 11865（13番人気）�� 10570（16番人気）
3連複票数 計 990437 的中 ��� 7548（31番人気）
3連単票数 計 933989 的中 ��� 1351（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．8―47．9―59．8―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．9
3 18－11，13（3，2，10）6－4，1，8（7，14）（5，12，16）（9，17）15 4 18－（11，13）（3，10）（2，6）－4－1－8（5，7，14）（12，16）（9，17）－15

勝馬の
紹 介

デルニエエトワール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2020．6．14 東京9着

2017．4．3生 牝3青鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕トーセンポエム号・ハワーマハル号・ハイテイブルース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年

11月6日まで平地競走に出走できない。



22091 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8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）

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

33 � 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 B472＋ 61：53．1 19．3�
68 ヨクエロマンボ �7芦 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 41：53．2� 12．1�
22 オールミラージュ 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 61：53．62� 11．9�
79 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 2 〃 クビ 17．2�
812 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57 内田 博幸井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 496＋ 41：53．81	 19．3�
44 ネオレインボウ �4鹿 57 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484＋241：54．33 44．4�
55 キャッツアイ 牝3鹿 52 福永 祐一広尾レース	 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 468－ 21：54．51 1．7

56 � 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 508＋ 2 〃 クビ 4．9�
710 ローゼンリッター 牡4栗 57 坂井 瑠星	ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 530－ 21：55．13� 66．2�
67 アルヒミスト 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子 	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 B438＋ 81：56．27 75．0
811 ユイノチョッパー 牡5黒鹿57 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B494－121：56．3クビ 19．3�
11 アドマイヤヒビキ 牡5黒鹿57 木幡 巧也近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 570＋ 41：56．83 24．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，114，800円 複勝： 102，345，200円 枠連： 14，173，500円
馬連： 73，489，200円 馬単： 43，153，500円 ワイド： 64，130，100円
3連複： 110，001，400円 3連単： 177，196，000円 計： 627，603，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 600円 � 570円 � 540円 枠 連（3－6） 8，240円

馬 連 �� 9，140円 馬 単 �� 18，980円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，350円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 146，980円

票 数

単勝票数 計 431148 的中 � 17813（6番人気）
複勝票数 計1023452 的中 � 44416（5番人気）� 47155（4番人気）� 50169（3番人気）
枠連票数 計 141735 的中 （3－6） 1333（16番人気）
馬連票数 計 734892 的中 �� 6226（25番人気）
馬単票数 計 431535 的中 �� 1705（51番人気）
ワイド票数 計 641301 的中 �� 8758（21番人気）�� 12262（16番人気）�� 15529（12番人気）
3連複票数 計1100014 的中 ��� 4585（55番人気）
3連単票数 計1771960 的中 ��� 874（376番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．3―13．3―12．6―12．5―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．0―49．3―1：01．9―1：14．4―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤークトボマー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2016．4．12生 牡4栗 母 クレメンティア 母母 ステージトゥラン 10戦1勝 賞金 16，350，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ネオレインボウ号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 ヤークトボマー号の騎手宮崎北斗は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

22092 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第8競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05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 5，300，000
5，300，000

円
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

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 B436－142：14．3 3．0�
33 � シャドウアロング 	4鹿 57 坂井 瑠星飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 同着 34．0�
44 ブレッシングレイン 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋202：14．51
 2．9�
66 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 22：14．92� 18．8�
88 ミッキーパンチ 牡3栗 54 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：15．0� 4．6�
22 インペリアルフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B474± 02：15．21
 9．1	
55 マイネルインパクト 牡3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 6 〃 クビ 6．2�
77 � ホウオウサマンサ 牝5栗 55

53 △菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 22：17．3大差 88．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，774，600円 複勝： 49，149，000円 枠連： 発売なし
馬連： 67，860，100円 馬単： 35，457，100円 ワイド： 44，526，300円
3連複： 79，685，600円 3連単： 173，080，400円 計： 498，533，100円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

180円
1，290円 複 勝 �

�
140円
490円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，300円 馬 単 ��
��

4，330円
8，960円

ワ イ ド �� 1，400円 ��
��

270円
1，690円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ���
���

17，110円
35，910円

票 数

単勝票数 計 487746 的中 � 128853（2番人気）� 11445（7番人気）
複勝票数 計 491490 的中 � 113808（1番人気）� 16750（7番人気）� 102579（2番人気）
馬連票数 計 678601 的中 �� 8335（17番人気）
馬単票数 計 354571 的中 �� 3078（28番人気）�� 1477（37番人気）
ワイド票数 計 445263 的中 �� 7444（16番人気）�� 49905（1番人気）�� 6080（17番人気）
3連複票数 計 796856 的中 ��� 12011（17番人気）
3連単票数 計1730804 的中 ��� 3669（110番人気） ��� 1745（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―25．3―37．4―50．0―1：02．1―1：13．7―1：25．0―1：36．8―1：49．0―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．5
1
3
6，3（2，7）5－（4，8）－1
6＝3，2（5，1）4，8，7

2
4
6＝3（2，7）5（4，8）－1
6＝3－2（4，5，1）－8－7

勝馬の
紹 介

エドノフェリーチェ 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．1．25 中山5着

2017．3．30生 牝3芦 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 9戦2勝 賞金 18，060，000円
�シャドウアロング 

�
父 ディープインパクト 

�
母父 ク ロ フ ネ

2016．2．14生 	4鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 8戦1勝 賞金 7，900，000円
初出走 JRA



22093 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第9競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

33 トロワマルス 牝3鹿 53 M．デムーロ山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 464－ 21：09．4 3．8�
22 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 池添 謙一�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 444＋ 21：09．61 5．9�
813� ライバーバード 牡6芦 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B518± 01：09．7	 9．1�
68 リノワールド 牝5栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 424－ 61：09．91	 22．7�
44 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 438＋ 2 〃 ハナ 11．8�
69 セイウンリリシイ 牝5鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－121：10．11
 8．5	
710 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 464－ 2 〃 ハナ 5．5

812 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 436－ 4 〃 ハナ 5．7�
11 � ソールライト 牡5芦 57 武士沢友治畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 504－ 41：10．2クビ 60．5
45 スマートシャヒーン 牡6芦 57 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B508＋ 21：10．3	 71．7�
57 シルバーストーン 牡6芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 508＋ 41：10．4	 57．3�
56 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 江田 照男清水 敏氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：10．5 24．8�
711 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 490－ 8 〃 ハナ 41．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，612，000円 複勝： 67，358，200円 枠連： 17，176，800円
馬連： 99，959，600円 馬単： 38，555，800円 ワイド： 72，094，400円
3連複： 143，192，400円 3連単： 154，532，700円 計： 639，481，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 200円 � 270円 枠 連（2－3） 1，390円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 560円 �� 930円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 466120 的中 � 97259（1番人気）
複勝票数 計 673582 的中 � 103253（2番人気）� 88252（3番人気）� 58015（6番人気）
枠連票数 計 171768 的中 （2－3） 9509（6番人気）
馬連票数 計 999596 的中 �� 58099（1番人気）
馬単票数 計 385558 的中 �� 13442（2番人気）
ワイド票数 計 720944 的中 �� 34275（2番人気）�� 19448（14番人気）�� 18341（15番人気）
3連複票数 計1431924 的中 ��� 26748（14番人気）
3連単票数 計1545327 的中 ��� 7356（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．9
3 3，4（5，9）8（2，11）（10，12）1（6，7）－13 4 3，4（5，9）（2，8）11（1，10，12）6（7，13）

勝馬の
紹 介

トロワマルス �
�
父 キングズベスト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．4 新潟1着

2017．3．3生 牝3鹿 母 セ キ シ ョ ウ 母母 ホーネットピアス 10戦3勝 賞金 32，515，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔騎手変更〕 ケワロス号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため岩田康誠に変更。

22094 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

ふるまち

古町ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．8．31以降2．8．30まで1回以上出走馬，除未出
走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 エムオーグリッタ 牡6鹿 55 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B506＋ 21：51．5 9．5�
814 フクサンローズ 牝6鹿 51 小林 凌大小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 B454－ 8 〃 クビ 11．0�
35 トワイライトタイム 牡5青鹿54 荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 35．0�
59 ニューモニュメント 牡4鹿 55 三浦 皇成前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 488＋ 61：51．6クビ 4．6�
46 サトノディード �5青鹿54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 61：51．7	 38．7�
34 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 52 福永 祐一川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 510－10 〃 ハナ 7．6	
23 
 ジ ェ ミ ニ ズ 牡6栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 514± 0 〃 アタマ 17．1

815 グランデストラーダ 牝4鹿 52 池添 謙一 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：51．91	 4．0�
713 パンコミード 牡5黒鹿54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：52．11� 27．7
11 ウインネプチューン 牡5青鹿55 M．デムーロ�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B498－101：52．41	 7．3�
58 エクスパートラン 牡5青鹿55 藤井勘一郎�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 464＋ 21：52．61	 23．0�
47 � ア ニ エ ー ゼ 牝5鹿 52 木幡 育也�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 470－ 61：52．8 52．8�
712 エンダウメント 牡4黒鹿55 �島 克駿ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 61：53．01� 34．0�
610 グランソヴァール 牡4芦 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 520＋ 61：53．53 12．9�
611
 スターライトブルー 牡6黒鹿53 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± 01：54．99 105．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，018，500円 複勝： 93，779，300円 枠連： 28，901，100円
馬連： 154，231，900円 馬単： 54，325，300円 ワイド： 103，810，600円
3連複： 224，137，700円 3連単： 238，487，700円 計： 960，692，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 310円 � 690円 枠 連（2－8） 890円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 3，860円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 53，530円 3 連 単 ��� 280，680円

票 数

単勝票数 計 630185 的中 � 52534（5番人気）
複勝票数 計 937793 的中 � 91406（5番人気）� 84348（6番人気）� 31566（10番人気）
枠連票数 計 289011 的中 （2－8） 24904（2番人気）
馬連票数 計1542319 的中 �� 29000（18番人気）
馬単票数 計 543253 的中 �� 3903（43番人気）
ワイド票数 計1038106 的中 �� 20143（16番人気）�� 6852（48番人気）�� 7506（43番人気）
3連複票数 計2241377 的中 ��� 3140（168番人気）
3連単票数 計2384877 的中 ��� 616（875番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．0―48．7―1：01．3―1：13．7―1：26．2―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

エムオーグリッタ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．11．27 東京5着

2014．3．27生 牡6鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 28戦5勝 賞金 88，042，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 パンコミード号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アイアムレジェンド号・ヴィーヴァバッカス号・オーケストラ号・ベルキューズ号・メイショウソテツ号・

メイショウラケーテ号・ララメダイユドール号・ラージヒル号

２レース目



22095 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第56回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1．8．31以降2．8．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

817 ブ ラ ヴ ァ ス 牡4鹿 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 21：59．9 5．0�
35 ジ ナ ン ボ ー 牡5黒鹿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 486－ 6 〃 アタマ 7．8�
816 サンレイポケット 牡5黒鹿54 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 476－ 4 〃 クビ 9．9�
48 サトノガーネット 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 22：00．0� 18．5�
24 サトノダムゼル 牝4鹿 53 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454－102：00．21 12．7�
714 カ デ ナ 牡6鹿 58 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 476－10 〃 アタマ 11．8	
23 ピースワンパラディ 牡4鹿 55 池添 謙一長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 466＋ 42：00．41	 7．9

510 ウインガナドル 牡6黒鹿55 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 2 〃 ハナ 28．2�
713 ゴールドギア 牡5黒鹿53 武藤 雅有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 480± 0 〃 クビ 23．4�
611 ワ ー ケ ア 牡3鹿 53 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：00．61	 4．3
715 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿53 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 428＋ 4 〃 クビ 75．8�
59 アイスストーム 牡5鹿 56 柴田 大知ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－102：00．7� 35．9�
818 サトノクロニクル 牡6鹿 56 藤井勘一郎 �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 476＋ 4 〃 クビ 70．1�
47 アールスター 牡5鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 512－ 62：00．8� 25．2�
11 インビジブルレイズ 牡6鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 480＋142：01．22� 80．8�
12 アイスバブル 牡5芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B450－ 82：01．41	 22．7�
36 メートルダール 牡7鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：01．5
 87．6�
612 プレシャスブルー 牡6鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 426－ 42：01．71� 94．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 310，268，100円 複勝： 423，994，000円 枠連： 169，415，900円 馬連： 884，787，100円 馬単： 286，189，900円
ワイド： 664，290，500円 3連複： 1，769，844，200円 3連単： 1，850，850，400円 5重勝： 771，163，600円 計： 7，130，803，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 250円 � 280円 枠 連（3－8） 1，380円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 710円 �� 680円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 32，940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����� 482，400円

票 数

単勝票数 計3102681 的中 � 488253（2番人気）
複勝票数 計4239940 的中 � 694992（1番人気）� 417946（3番人気）� 363343（4番人気）
枠連票数 計1694159 的中 （3－8） 94714（4番人気）
馬連票数 計8847871 的中 �� 362392（2番人気）
馬単票数 計2861899 的中 �� 64352（3番人気）
ワイド票数 計6642905 的中 �� 245396（3番人気）�� 256377（2番人気）�� 117160（12番人気）
3連複票数 計17698442 的中 ��� 195808（9番人気）
3連単票数 計18508504 的中 ��� 40728（37番人気）
5重勝票数 計7711636 的中 ����� 1119

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．8―49．2―1：01．9―1：14．9―1：26．8―1：37．6―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．1
3 5，10－4（7，15）（12，6，11）（1，17）（2，3，16，18）（9，13，14）8 4 ・（5，10）（12，4）（7，11，15）6（1，17）（2，3，16）（9，13，18）14，8

勝馬の
紹 介

ブ ラ ヴ ァ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．8 中京3着

2016．1．22生 牡4鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 12戦5勝 賞金 124，360，000円
〔騎手変更〕 ゴールドギア号の騎手田辺裕信は，第7日第6競走での負傷のため武藤雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アクート号・ポポカテペトル号

22096 9月6日 晴 良 （2新潟3） 第8日 第12競走 ��
��1，000�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳55�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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 クイックレス 牝3黒鹿53 武藤 雅中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 448－ 2 55．0 6．1�
48 トミケンルーア �4鹿 57 津村 明秀冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 468± 0 55．1	 6．4�
817 セ ル レ ア 牝3鹿 53 菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 448－ 4 55．31
 4．7�
715� スターライトキス 牝5栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 4 〃 クビ 7．4�
59 � クリッパークラス 牝4栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 454＋18 55．4クビ 11．0	
36 � ラフィンクロンヌ 牝3栗 53 丸山 元気伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 476＋12 〃 ハナ 34．3

510� ブラックアーシャ 牝4黒鹿55 �島 克駿古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 500＋10 55．93 176．6�
24 ルドラクシャ 牝3鹿 53 江田 照男�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 456＋ 6 56．11 34．8�
612� アスタウンデッド 牡3鹿 55 岩田 望来中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 410＋ 4 56．2	 60．1
816 スカイポート 牝4鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 B452± 0 〃 ハナ 112．6�
714 ボンジョルノ 牝3栗 53 斎藤 新谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 422－ 2 56．51 16．3�
12 セイラブミー 牝3黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 464＋ 4 〃 ハナ 112．5�
713� ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 53 M．デムーロ西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 476± 0 56．81	 4．8�
11 グランチェイサー 牡3黒鹿55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 458＋ 2 〃 クビ 11．4�
47 � アイヴィーサ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496＋ 8 〃 クビ 181．4�

23 ネバーランド 牡3鹿 55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 430＋ 6 56．9クビ 53．0�
35 � ヴ ェ ル 牝4鹿 55 藤田菜七子�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 434＋ 8 〃 アタマ 59．7�
611� エルポルラド 牡5鹿 57 藤井勘一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B464－10 （競走中止） 302．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 131，160，900円 複勝： 167，555，000円 枠連： 70，639，600円
馬連： 261，599，700円 馬単： 101，428，400円 ワイド： 198，982，600円
3連複： 434，197，400円 3連単： 507，862，800円 計： 1，873，426，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 200円 � 180円 枠 連（4－8） 1，040円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 800円 �� 520円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 19，320円

票 数

単勝票数 計1311609 的中 � 170108（3番人気）
複勝票数 計1675550 的中 � 186410（4番人気）� 210459（3番人気）� 268330（1番人気）
枠連票数 計 706396 的中 （4－8） 52548（5番人気）
馬連票数 計2615997 的中 �� 90506（8番人気）
馬単票数 計1014284 的中 �� 19885（15番人気）
ワイド票数 計1989826 的中 �� 62249（8番人気）�� 101225（2番人気）�� 81876（5番人気）
3連複票数 計4341974 的中 ��� 113051（4番人気）
3連単票数 計5078628 的中 ��� 19049（41番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．6―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．9―32．5―43．5

上り4F43．3－3F33．1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クイックレス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．9．15 中山2着

2017．3．12生 牝3黒鹿 母 クイックレスポンス 母母 Shawnee Country 8戦2勝 賞金 21，813，000円
〔競走中止〕 エルポルラド号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，競走中盤でつまずいて騎手が落馬したため競

走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テリオスヒメ号
（非抽選馬） 3頭 ケイティディライト号・セイスケルツォ号・ファンファン号

５レース目



（2新潟3）第8日 9月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

251，200，000円
27，420，000円
2，470，000円
29，930，000円
77，051，500円
5，256，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
898，327，200円
1，262，479，500円
388，747，600円
1，928，285，500円
730，431，000円
1，483，602，300円
3，342，327，200円
3，724，443，400円
771，163，600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 14，529，807，300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8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3回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，453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

1，767，640，000円
25，060，000円
194，150，000円
12，961，000円
204，690，000円
608，970，000円
45，095，000円
13，948，800円

勝馬投票券売得金
5，578，851，300円
7，831，747，700円
2，189，615，900円
11，060，514，300円
4，402，027，700円
8，347，660，200円
17，541，805，300円
20，203，233，300円
2，603，833，700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
5 重 勝
計 79，759，289，400円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 3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。
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