
21001 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時10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
1：20．9
1：20．1

稍重
良

713 ジャズブルース 牡2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 452＋ 41：20．8レコード 14．2�
46 ゴーウィズフェイス 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 452＋121：20．9� 41．4�
611 ビップシュプリーム 牝2鹿 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476－ 41：21．0クビ 17．7�
23 ル シ ョ コ ラ 牝2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 4 〃 � 5．5�
815 ドンフランキー 牡2栗 54 岩田 望来早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 576± 01：21．1クビ 2．8	
58 サウンドビバーチェ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 460＋ 4 〃 クビ 17．6

59 ケイアイユニバース 牡2鹿 54 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 21：21．73� 8．6�
814 ミギーフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 61：21．91� 5．8�
11 ア ム ル ム 牝2黒鹿54 M．デムーロ�G1レーシング 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448＋ 41：22．22 44．6
22 セイウンケルン 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 462－ 61：22．3� 55．3�
35 シエラプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 上原 博之 浦河 桑田牧場 432＋ 21：22．61� 9．2�
47 デ フ ィ デ リ 牡2青鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 61：22．7クビ 214．2�
610 クラウンボス 牡2青 54 菅原 隆一�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 472± 0 〃 クビ 147．9�
712 オーブリオン 牝2青鹿54 武士沢友治稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 21：22．8� 353．2�
34 ミ ミ グ ッ ド 牝2青鹿54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 418－ 41：23．22� 341．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，874，200円 複勝： 80，282，300円 枠連： 15，619，400円
馬連： 80，558，300円 馬単： 33，767，700円 ワイド： 73，122，100円
3連複： 127，896，900円 3連単： 127，177，200円 計： 589，298，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 520円 � 1，140円 � 440円 枠 連（4－7） 17，210円

馬 連 �� 24，290円 馬 単 �� 55，530円

ワ イ ド �� 5，970円 �� 2，220円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 79，070円 3 連 単 ��� 658，590円

票 数

単勝票数 計 508742 的中 � 30256（6番人気）
複勝票数 計 802823 的中 � 41419（8番人気）� 17436（9番人気）� 50453（6番人気）
枠連票数 計 156194 的中 （4－7） 703（28番人気）
馬連票数 計 805583 的中 �� 2570（45番人気）
馬単票数 計 337677 的中 �� 456（92番人気）
ワイド票数 計 731221 的中 �� 3138（47番人気）�� 8612（27番人気）�� 3409（43番人気）
3連複票数 計1278969 的中 ��� 1213（136番人気）
3連単票数 計1271772 的中 ��� 140（902番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．2―11．6―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―33．9―45．5―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 ・（3，6，7）（5，13）14（8，15）11（2，9）10，4，1＝12 4 ・（3，6，7）（5，13，15，14）（8，11，9）－（2，10，1）4＝12

勝馬の
紹 介

ジャズブルース �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．5 中京5着

2019．3．31生 牡2青鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 2戦1勝 賞金 5，800，000円

21002 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40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

89 グランシエロ 牡2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 514＋ 21：48．0 1．3�
33 マイネルアルザス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 448－ 81：48．53 23．0�

11 ワープスピード 牡2鹿 54 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 6．9�
22 レ ヴ ォ ル ト 牡2黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 B476＋ 21：49．35 4．8�
55 ナックドバイ 牡2鹿 54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 504＋ 41：49．51� 45．3	
810 ウインドエラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 水丸牧場 434－ 21：49．7� 123．8

77 テイエムクロマル 牡2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 478± 01：50．02 85．1�
78 アマノカイザー 牡2鹿 54 森 裕太朗中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 466＋ 21：50．95 39．3�
44 トーセンレガーロ 牡2栗 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 486－ 21：52．9大差 129．9�
66 グリーンチョウサン 牝2栗 54 石川裕紀人�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 B412－ 21：54．9大差 123．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，066，400円 複勝： 162，161，800円 枠連： 11，533，200円
馬連： 50，176，700円 馬単： 42，418，300円 ワイド： 52，290，600円
3連複： 84，758，400円 3連単： 212，793，100円 計： 672，198，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 190円 � 120円 枠 連（3－8） 1，070円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 490円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 560664 的中 � 336311（1番人気）
複勝票数 計1621618 的中 � 1331504（1番人気）� 36321（4番人気）� 93343（2番人気）
枠連票数 計 115332 的中 （3－8） 8348（4番人気）
馬連票数 計 501767 的中 �� 33052（3番人気）
馬単票数 計 424183 的中 �� 22869（6番人気）
ワイド票数 計 522906 的中 �� 29717（4番人気）�� 114375（1番人気）�� 21948（7番人気）
3連複票数 計 847584 的中 ��� 70707（2番人気）
3連単票数 計2127931 的中 ��� 48670（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．5―47．1―1：00．6―1：13．6―1：25．5―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．4
3 2，6＝3（10，5）－（1，4）（9，8）7 4 ・（2，6）－（3，5）－10－（1，4）（9，8）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランシエロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Zoffany デビュー 2021．6．13 東京2着

2019．2．18生 牡2鹿 母 サ イ マ ー 母母 Serisia 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 グランシエロ号の騎手三浦皇成は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンレガーロ号・グリーンチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

8月24日まで平地競走に出走できない。

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



21003 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時10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 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

815 アポログランツ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 496＋ 81：12．0 1．7�
23 スキャッターシード 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム 544＋20 〃 クビ 6．8�
814 エーアイダンサー 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 444＋111：12．31� 94．6�
610 ラロワイヤル 牡3栗 56 内田 博幸�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B512＋ 61：12．93� 30．6�
611 レオンベルガー 牡3栗 56 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 同着 10．5�
35 スズカエアベル 牡3鹿 56 岩田 望来永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 稲原牧場 462＋ 81：13．0� 6．6	
34 ニンジャゴー 牡3栗 56 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－ 41：13．21� 17．9

59 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿54 菅原 明良原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 438± 01：13．51� 14．5�
47 ノーマロエア 牝3栗 54

51 ▲原 優介�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 27．0
22 モーニングアップ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：13．92� 133．9�
712 アポロドリーム 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 474－ 61：14．0� 53．2�
11 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 江田 照男市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 442＋ 4 〃 ハナ 43．0�
58 テンペスタース 牡3鹿 56 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454＋ 2 〃 アタマ 55．0�
46 スマートスローン 牡3栗 56 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 B490＋ 21：14．74 119．5�
713 ル ボ ヌ ー ル 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 448 ―1：16．9大差 168．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，665，900円 複勝： 84，297，200円 枠連： 14，838，100円
馬連： 70，854，500円 馬単： 34，612，800円 ワイド： 71，167，300円
3連複： 116，082，100円 3連単： 131，101，800円 計： 566，619，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 1，590円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，520円 �� 10，400円

3 連 複 ��� 18，570円 3 連 単 ��� 52，540円

票 数

単勝票数 計 436659 的中 � 200027（1番人気）
複勝票数 計 842972 的中 � 365124（1番人気）� 56707（5番人気）� 7284（13番人気）
枠連票数 計 148381 的中 （2－8） 15706（3番人気）
馬連票数 計 708545 的中 �� 63058（3番人気）
馬単票数 計 346128 的中 �� 20002（4番人気）
ワイド票数 計 711673 的中 �� 39621（4番人気）�� 7012（26番人気）�� 1659（67番人気）
3連複票数 計1160821 的中 ��� 4686（54番人気）
3連単票数 計1311018 的中 ��� 1809（154番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポログランツ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．10 東京5着

2018．4．23生 牡3栗 母 ミスアイーカメ 母母 ミスワキジャパン 9戦1勝 賞金 14，380，000円
〔制裁〕 アポログランツ号の騎手吉田豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルボヌール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24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） 1頭 プレミアハンド号
（非抽選馬） 5頭 ヴィグラスレディー号・スズカラブローズ号・ソーラーストーム号・パイナ号・メイショウメイスイ号

21004 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

712 ヒ シ カ ム イ 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大和阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460± 01：53．4 3．4�

58 ラ リ ッ ク 牡3栗 56 西村 淳也吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B438＋ 41：53．5� 66．1�
23 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 466－ 41：53．82 5．1�
47 ズールウォリアー 牡3黒鹿56 松山 弘平 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 21：54．01 8．7�
22 レッドスパロー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 500－ 61：54．21� 16．0�
35 フローレスクイーン 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 498± 01：55．15 3．4	
34 デルマフゲン 牝3栗 54 菅原 明良浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B464－ 4 〃 ハナ 10．4

611 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡3鹿 56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 474＋ 2 〃 クビ 20．0�
59 ディクテオン �3黒鹿56 岩田 望来�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 502－ 81：55．73� 21．6�
11 シックセーラー 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 420＋ 21：56．02 99．6

610 アクアマリンブルー �3栗 56 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 448－261：56．95 111．2�
814 リリージャスパー 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462＋141：57．96 141．9�
815 ゼンノナイン 牡3栗 56 福永 祐一大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 512＋ 21：58．22 18．0�
46 ハ ル ヒ コ 牡3鹿 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 新冠 武田 修一 472＋ 22：00．1大差 154．0�
713 ベルザキャット 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 432± 0 （競走中止） 367．9�
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売 得 金
単勝： 55，879，000円 複勝： 79，744，400円 枠連： 15，816，500円
馬連： 85，309，100円 馬単： 34，943，800円 ワイド： 81，390，300円
3連複： 132，571，100円 3連単： 139，920，900円 計： 625，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 1，480円 � 170円 枠 連（5－7） 4，390円

馬 連 �� 10，320円 馬 単 �� 13，780円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 360円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 14，940円 3 連 単 ��� 65，020円

票 数

単勝票数 計 558790 的中 � 130387（1番人気）
複勝票数 計 797444 的中 � 132404（3番人気）� 9752（10番人気）� 141197（2番人気）
枠連票数 計 158165 的中 （5－7） 2791（17番人気）
馬連票数 計 853091 的中 �� 6404（28番人気）
馬単票数 計 349438 的中 �� 1901（46番人気）
ワイド票数 計 813903 的中 �� 6189（32番人気）�� 65402（1番人気）�� 3777（39番人気）
3連複票数 計1325711 的中 ��� 6652（48番人気）
3連単票数 計1399209 的中 ��� 1560（219番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．0―13．4―12．4―12．1―13．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．8―50．2―1：02．6―1：14．7―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒ シ カ ム イ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．28 阪神7着

2018．4．15生 牡3黒鹿 母 サンキュースマイル 母母 スマイルトゥモロー 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 ベルザキャット号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハルヒコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24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。
（非抽選馬） 4頭 スウィートチェリー号・スリーケイエヌ号・メイショウアタゴ号・レッドルーベンス号



21005 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30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

23 オタルエバー 牡2黒鹿54 幸 英明住谷幾久子氏 中竹 和也 洞�湖 レイクヴィラファーム 468 ―1：34．6 15．5�
714 コリエンテス 牡2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466 ―1：35．34 1．9�
48 プルサティーラ 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 422 ―1：35．61� 3．4�
816 バトルクライ 牡2栗 54 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 478 ― 〃 クビ 76．0�

817 ムーンリットナイト 牡2鹿 54
53 ☆富田 暁 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 クビ 67．8	

715 メイショウイヌワシ 牡2鹿 54 田辺 裕信松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 448 ―1：35．7クビ 13．3

59 � ウ ラ ヤ 牡2栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 476 ― 〃 � 26．5�
47 タ ケ オ 牡2黒鹿54 柴田 善臣八嶋 長久氏 本間 忍 新ひだか 漆原 武男 450 ―1：35．91 166．6�
24 ウェストファリア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 378 ― 〃 クビ 13．7
510 コスモガラクシア 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 岡田スタツド 468 ―1：36．0� 106．5�
35 ライサンダー 牡2鹿 54 西村 淳也谷水 雄三氏 辻野 泰之 新ひだか 西村牧場 500 ―1：36．1� 130．9�
11 ペルマナント 牡2黒鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ― 〃 クビ 131．9�
713 フランドルブリエ 牡2栗 54 丸山 元気手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 村下農場 412 ―1：36．31	 237．7�
818 スタティスティクス 牝2黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 442 ―1：36．4� 42．3�
36 エイシンルパン 牡2芦 54 江田 照男�栄進堂 田中 剛 新ひだか 信田牧場 458 ―1：36．5� 254．4�
12 レイワホマレ 牡2鹿 54 松山 弘平松岡 研司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 ハナ 45．9�
612 ミラクルランバック 牡2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 510 ―1：38．09 279．4�
611 ハクサンポラリス 牡2黒鹿54 内田 博幸篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 450 ―1：41．7大差 218．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 91，261，400円 複勝： 88，407，800円 枠連： 22，724，500円
馬連： 87，346，300円 馬単： 47，786，000円 ワイド： 73，163，000円
3連複： 134，153，600円 3連単： 169，737，000円 計： 714，579，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連（2－7） 480円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 510円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 14，520円

票 数

単勝票数 計 912614 的中 � 49750（5番人気）
複勝票数 計 884078 的中 � 66685（4番人気）� 308210（1番人気）� 210313（2番人気）
枠連票数 計 227245 的中 （2－7） 36274（2番人気）
馬連票数 計 873463 的中 �� 51947（3番人気）
馬単票数 計 477860 的中 �� 8041（15番人気）
ワイド票数 計 731630 的中 �� 37504（4番人気）�� 31157（7番人気）�� 140022（1番人気）
3連複票数 計1341536 的中 ��� 79062（3番人気）
3連単票数 計1697370 的中 ��� 8474（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．7―1：01．1―1：12．6―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オタルエバー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Redoute’s Choice 初出走

2019．2．23生 牡2黒鹿 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンポラリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24日まで平地競

走に出走できない。

21006 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時00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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

713 ア ネ ゴ ハ ダ 牝2青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 436 ―1：13．1 6．3�

35 ビーアイオラクル 牡2鹿 54 津村 明秀礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 482 ―1：13．74 51．1�
34 � フウジンショウジョ 牝2栗 54 三浦 皇成�レッドマジック田島 俊明 米

John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

480 ―1：14．65 4．6�
814 ルルネージュ 牝2芦 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 460 ―1：14．91� 36．8�
59 キャプテンローレル 牡2栗 54 藤井勘一郎 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 460 ―1：15．22 11．9�
610 ハイパービーム 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 前田ファーム 446 ― 〃 クビ 206．7	
815 ト ゴ 牝2栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：15．3クビ 4．3

46 マウントベル 牝2栗 54 福永 祐一長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 490 ― 〃 クビ 3．8�
23 サ ト ミ ン 牝2芦 54 中井 裕二田代 洋己氏 茶木 太樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430 ―1：15．4クビ 109．8�
22 ソプラノナイト 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗 スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 448 ―1：15．51 17．7�
47 シンギングロード �2黒鹿 54

51 ▲角田 大和�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 494 ―1：15．81� 14．6�
11 セイウンエンジェル 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝西山 茂行氏 森 秀行 浦河 大柳ファーム 464 ― 〃 アタマ 86．0�
712 シャークアタック 牡2鹿 54 江田 照男下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 460 ―1：15．9� 27．2�
611 シンギングワールド 牡2栗 54 武藤 雅�前川企画 武藤 善則 新冠 隆栄牧場 492 ―1：16．0� 126．6�

（14頭）
58 ヴォルゴグラード 牡2鹿 54 松山 弘平 サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 54，686，500円 複勝： 56，347，400円 枠連： 13，908，600円
馬連： 65，807，400円 馬単： 28，971，000円 ワイド： 55，535，900円
3連複： 90，396，300円 3連単： 96，593，400円 計： 462，246，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 930円 � 180円 枠 連（3－7） 960円

馬 連 �� 11，440円 馬 単 �� 17，080円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 520円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 113，870円

票 数

単勝票数 差引計 546865（返還計 1590） 的中 � 72088（4番人気）
複勝票数 差引計 563474（返還計 657） 的中 � 84926（4番人気）� 11615（10番人気）� 94702（2番人気）
枠連票数 差引計 139086（返還計 40） 的中 （3－7） 11217（6番人気）
馬連票数 差引計 658074（返還計 3866） 的中 �� 4457（33番人気）
馬単票数 差引計 289710（返還計 1697） 的中 �� 1272（55番人気）
ワイド票数 差引計 555359（返還計 2723） 的中 �� 4032（36番人気）�� 29668（4番人気）�� 6432（27番人気）
3連複票数 差引計 903963（返還計 11284） 的中 ��� 4807（48番人気）
3連単票数 差引計 965934（返還計 13740） 的中 ��� 615（346番人気）

ハロンタイム 12．2―11．8―12．3―12．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―24．0―36．3―49．0―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ネ ゴ ハ ダ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2019．5．11生 牝2青鹿 母 イニシャルダブル 母母 ウォートルベリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ヴォルゴグラード号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
※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 カブラヤジョウ号・カンタベリーホープ号・クイーンアポーン号・ファング号・マールムキトレウム号



21007 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時30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
1：43．8

良
良

12 シーニックウェイ 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 81：45．2 5．7�

816 ラヴィズポイズン 牝3鹿 54 松山 弘平牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：45．52 4．7�
611 スターリーアイズ 牝3鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 456＋ 81：45．71� 14．7�
11 リリーテソーロ 牝3芦 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか タガミファーム 442－ 41：46．12� 161．2�
713 ブルアモーレ 牝3黒鹿54 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：46．31� 19．4	
36 エフティレーヴ 牝3黒鹿54 丸山 元気吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：46．4� 41．2

47 ペドラフォルカ 牝3鹿 54 岩田 望来下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 446＋ 81：47．14 4．8�
48 エイメイカカン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 424± 0 〃 クビ 148．1�
715 サンフローリス 牝3栗 54 戸崎 圭太桑畑 信氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 426－ 41：47．31� 2．8�
59 ブリングミージョイ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：47．4クビ 14．4�
714 ラ ウ レ リ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 426－ 41：48．03� 433．2�
35 クインズダイヤ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 428＋ 81：48．1� 121．9�
612 エイシンイレブン 牡3鹿 56 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 382－121：48．42 26．7�
818 インプレストサマー 牝3黒鹿54 柴田 善臣矢野 雅子氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 436－ 61：48．82� 87．9�
817 イッツトゥルー 牡3鹿 56 川須 栄彦 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 468± 0 〃 ハナ 348．8�
23 ヒカルマドンナ 牝3青鹿54 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 412＋ 6 〃 ハナ 426．2�
24 レッドアスラン 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム B512－ 81：48．9アタマ 95．6�
510 デルマコウモク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 486＋10 〃 クビ 332．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，017，900円 複勝： 77，722，300円 枠連： 15，451，900円
馬連： 81，923，200円 馬単： 33，823，200円 ワイド： 71，972，200円
3連複： 128，912，200円 3連単： 134，965，100円 計： 597，788，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 170円 � 340円 枠 連（1－8） 1，220円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，610円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 38，960円

票 数

単勝票数 計 530179 的中 � 73307（4番人気）
複勝票数 計 777223 的中 � 112808（4番人気）� 130579（2番人気）� 49489（6番人気）
枠連票数 計 154519 的中 （1－8） 9749（5番人気）
馬連票数 計 819232 的中 �� 50995（5番人気）
馬単票数 計 338232 的中 �� 10074（11番人気）
ワイド票数 計 719722 的中 �� 35443（6番人気）�� 11060（17番人気）�� 14342（15番人気）
3連複票数 計1289122 的中 ��� 13025（23番人気）
3連単票数 計1349651 的中 ��� 2511（122番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．3―11．9―12．1―11．8―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―34．8―46．7―58．8―1：10．6―1：22．0―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーニックウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2021．5．1 阪神8着

2018．3．27生 牝3鹿 母 オーシャンウェイ 母母 Sea Gift 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔制裁〕 ブリングミージョイ号の騎手小林脩斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・

14番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 アスターベルデ号・フォレスタ号・フジサンニュウサツ号・マッチレスギフト号・メイショウスズカケ号・

ヤマニンミレニアム号

21008 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （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

712 ゴールドレガシー 牡3栗 54 松山 弘平�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 B476－ 81：51．9 2．2�

59 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿54 岩田 望来佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 536－ 61：52．53� 4．7�
814 ド ン カ ポ ノ 牡3鹿 54 藤岡 康太山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 522＋161：52．6� 8．9�
610 イシュタルゲート 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 510－ 61：53．13 40．0�
713 アサクサマヤ 牝5鹿 55 木幡 巧也蛭田 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 494－ 8 〃 クビ 65．0�
58 エコロカナワン 牡3鹿 54 中井 裕二原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B490± 0 〃 アタマ 29．3	
46 � アメリカンエール 牡3芦 54 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B496＋ 41：53．2クビ 17．8

611 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 508－ 61：53．41� 259．8�
47 リンガスウォリアー 牡4栗 57 菅原 明良伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B470－ 21：53．5クビ 5．9�
22 セザンテイオー 牡3栗 54 武士沢友治瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 482＋ 21：54．24 66．8
35 プルモナリア 牝3栗 52

51 ☆富田 暁�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 448－101：54．41� 20．6�
815 ブライトアクトレス 牝5栗 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 528± 01：54．93 204．9�
34 	 ブライドグルーム 
4鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：55．11 25．4�
11 � アブルハウル 
4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース宮田 敬介 米 Teruya

Yoshida 504＋ 22：00．2大差 12．8�
（14頭）

23 ジェイケイエース 牡5鹿 57 内田 博幸小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，606，900円 複勝： 68，657，700円 枠連： 18，612，100円
馬連： 96，569，500円 馬単： 38，109，800円 ワイド： 75，605，000円
3連複： 141，229，800円 3連単： 157，031，600円 計： 645，422，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 150円 � 290円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 260円 �� 400円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 差引計 496069（返還計 106） 的中 � 174462（1番人気）
複勝票数 差引計 686577（返還計 209） 的中 � 173521（1番人気）� 119373（2番人気）� 42685（5番人気）
枠連票数 差引計 186121（返還計 13） 的中 （5－7） 33978（1番人気）
馬連票数 差引計 965695（返還計 738） 的中 �� 152075（1番人気）
馬単票数 差引計 381098（返還計 301） 的中 �� 38328（1番人気）
ワイド票数 差引計 756050（返還計 835） 的中 �� 82577（1番人気）�� 47070（3番人気）�� 26162（6番人気）
3連複票数 差引計1412298（返還計 2921） 的中 ��� 80558（2番人気）
3連単票数 差引計1570316（返還計 3545） 的中 ��� 26190（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．9―48．7―1：01．3―1：14．3―1：27．5―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．6
1
3

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

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 デビュー 2020．8．22 新潟1着

2018．2．5生 牡3栗 母 ベルエアシズル 母母 Bel Air Belle 6戦2勝 賞金 20，464，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 ジェイケイエース号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブルハウル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 インテグラルシチー号・テイエムファルコン号・テーオーバフェット号・ナムラスワガー号・ワイドレッジャドロ号



21009 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第9競走 ��
��2，400�

つばめ

燕 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス；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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

35 レイオブウォーター 牡3青鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 494＋ 22：24．4レコード 2．5�
36 リンフレスカンテ 牡3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 434＋ 42：24．61� 6．8�
48 シエラネバダ 	6芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 62：24．91
 100．0�
817 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿55 戸崎 圭太前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 02：25．11� 44．6�
510 ダンディズム 	5黒鹿57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B466± 02：25．2� 6．5�
714� スカイテラス 牡4黒鹿57 木幡 巧也 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B484＋ 62：25．41� 58．2

612 ハギノエスペラント 牡4青鹿57 岩田 望来日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 502± 0 〃 クビ 7．7�
47 エクスインパクト 牡3鹿 54 川田 将雅 	シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 4．1�
611 ジューンバラード 牝5青鹿55 津村 明秀吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 432＋ 22：25．71
 72．1
11 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 江田 照男瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 492＋ 2 〃 クビ 114．7�
12 クールファイブ 牡3鹿 54 島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482± 02：25．91 23．7�
815 オメガデラックス 	4黒鹿57 浜中 俊原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 436＋ 22：26．0� 37．4�
713� ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 内田 博幸トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 508－ 3 〃 ハナ 169．8�
816 シトラスクーラー 	8鹿 57 菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 454－ 82：26．1
 99．3�
59 グレルグリーン 牡5黒鹿57 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 460± 02：26．52� 70．9�
24 バルンストック 	4黒鹿57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 476＋162：26．71� 233．3�
23 � タニマサベーカ 牡6鹿 57 永野 猛蔵谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 450－ 42：29．8大差 60．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 58，830，200円 複勝： 84，622，100円 枠連： 24，597，500円
馬連： 113，193，000円 馬単： 46，704，700円 ワイド： 87，967，100円
3連複： 175，644，100円 3連単： 206，423，600円 計： 797，982，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 1，380円 枠 連（3－3） 820円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，420円 �� 7，110円

3 連 複 ��� 20，960円 3 連 単 ��� 47，350円

票 数

単勝票数 計 588302 的中 � 184020（1番人気）
複勝票数 計 846221 的中 � 220859（1番人気）� 120082（3番人気）� 10146（14番人気）
枠連票数 計 245975 的中 （3－3） 23134（4番人気）
馬連票数 計1131930 的中 �� 108132（2番人気）
馬単票数 計 467047 的中 �� 29199（3番人気）
ワイド票数 計 879671 的中 �� 71130（2番人気）�� 6170（31番人気）�� 2935（58番人気）
3連複票数 計1756441 的中 ��� 6282（61番人気）
3連単票数 計2064236 的中 ��� 3160（120番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―10．9―12．0―12．9―13．6―13．1―12．0―11．8―11．7―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．1―23．3―34．2―46．2―59．1―1：12．7―1：25．8―1：37．8―1：49．6―2：01．3―2：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レイオブウォーター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2020．7．26 新潟7着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 6戦2勝 賞金 24，836，000円
〔その他〕 タニマサベーカ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

21010 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
賞 品
賞 品

本 賞 10，500，000
10，500，000

円
円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 234，000
234，000

円
円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

36 グレイイングリーン 牡3芦 54 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 61：20．4 4．5�
48 ヴィジュネル 牡3青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋16 〃 同着 5．5�
12 ドゥラモンド 牡3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 8．9�
815 ビューティフルデイ 牝3鹿 52 菅原 明良�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 4 〃 クビ 4．7�
612 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B486± 01：20．71� 14．5	
611 ムーンライト 牝4青 55 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 470± 0 〃 クビ 6．2

35 スズカフェラリー 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454＋221：20．8クビ 44．4�
23 ベストクィーン 牝5栗 55 斎藤 新田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 426－ 2 〃 クビ 211．8�
510 タイキラッシュ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510－ 21：21．01� 36．3
11 ゲンパチミーティア 牡3鹿 54 松山 弘平平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 470＋ 4 〃 アタマ 10．9�
24 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－ 81：21．2	 23．5�
59 ク リ ッ パ ー 牝6青鹿55 武藤 雅吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B500＋ 61：21．3	 184．7�
713 ブレイニーラン 牡6鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 アタマ 51．5�
47 テイエムイダテン 牡4鹿 57 
島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 478＋ 41：21．4クビ 19．4�
817 シュバルツボンバー �6鹿 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 520＋ 6 〃 クビ 50．1�
714� スズカクローカス 牝5黒鹿55 中井 裕二永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 438－ 41：21．5	 181．5�
816 テンワールドレイナ 牝6栗 55 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480－ 21：21．81� 74．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 76，381，400円 複勝： 116，079，300円 枠連： 37，308，400円
馬連： 176，525，400円 馬単： 60，361，000円 ワイド： 133，445，000円
3連複： 270，393，200円 3連単： 281，301，700円 計： 1，151，795，400円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

230円
270円 複 勝 �

�
180円
200円 � 280円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 ��
��

1，170円
1，310円

ワ イ ド �� 610円 ��
��

910円
970円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ���
���

7，980円
8，960円

票 数

単勝票数 計 763814 的中 � 133377（1番人気）� 109571（3番人気）
複勝票数 計1160793 的中 � 181637（1番人気）� 151516（4番人気）� 97362（5番人気）
枠連票数 計 373084 的中 （3－4） 24190（8番人気）
馬連票数 計1765254 的中 �� 103351（3番人気）
馬単票数 計 603610 的中 �� 19302（2番人気）�� 17199（5番人気）
ワイド票数 計1334450 的中 �� 58180（4番人気）�� 37283（9番人気）�� 34656（10番人気）
3連複票数 計2703932 的中 ��� 50615（7番人気）
3連単票数 計2813017 的中 ��� 12783（16番人気）��� 11366（24番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．5―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．0―57．6―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 3（1，4）6，7（2，11）15，8（5，12）10，17，13（9，16）－14 4 3，4，1（2，7，6）11（5，8，15）（10，12）（9，13，17）（14，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グレイイングリーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Closing Argument デビュー 2020．11．8 阪神1着

2018．3．12生 牡3芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 6戦3勝 賞金 26，834，000円
ヴィジュネル �

�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．10 京都2着

2018．5．19生 牡3青鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 8戦3勝 賞金 45，814，000円



21011 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第11競走 ��1，200�
え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，2．7．25以降3．7．18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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

11 � クーファピーカブー 牝5栗 52 �島 克駿大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468－ 41：10．9 13．4�
57 � アスタースウィング 牡7栗 54 戸崎 圭太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 518－ 41：11．11� 19．4�
814� マラードザレコード 	7青鹿54 幸 英明岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B462－ 21：11．2
 15．5�
58 � フォルツァエフ 牡6鹿 54 松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 490＋101：11．3� 17．4�
711 フィルストバーン 	5黒鹿54 木幡 巧也�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 39．8�
45 ナイトブリーズ 牝4黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 490＋ 61：11．4クビ 6．3	
33 � イ ッ シ ン 牡4鹿 54 岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 546± 01：11．61� 66．0

712� ラフィンクロンヌ 牝4栗 53 原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 482＋ 41：11．7� 13．0�
22 メイショウラビエ 牝6鹿 52 川須 栄彦松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 490－141：11．8
 25．1�
46 � カフェクラウン 牡5鹿 55 石橋 脩西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

522＋ 41：12．01� 20．3
69 エアコンヴィーナ 牝6黒鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド手塚 貴久 様似 猿倉牧場 460－121：12．1� 3．6�
34 シ ン シ テ ィ 牝4黒鹿53 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 476＋101：12．41
 4．2�
610 サウンドワイズ 牝4鹿 52 松山 弘平増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 486＋ 21：13．35 9．4�
813 サヴォワールエメ 牝5栗 52 西村 淳也平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 458＋ 41：13．62 48．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 113，016，700円 複勝： 165，125，900円 枠連： 64，169，300円
馬連： 346，469，400円 馬単： 119，235，800円 ワイド： 234，471，100円
3連複： 576，452，800円 3連単： 653，530，700円 計： 2，272，471，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 450円 � 570円 � 500円 枠 連（1－5） 6，770円

馬 連 �� 14，100円 馬 単 �� 26，640円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 2，750円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 46，890円 3 連 単 ��� 329，260円

票 数

単勝票数 計1130167 的中 � 67152（6番人気）
複勝票数 計1651259 的中 � 98197（7番人気）� 74740（10番人気）� 88185（9番人気）
枠連票数 計 641693 的中 （1－5） 7343（26番人気）
馬連票数 計3464694 的中 �� 19042（45番人気）
馬単票数 計1192358 的中 �� 3356（87番人気）
ワイド票数 計2344711 的中 �� 16195（43番人気）�� 22090（32番人気）�� 19540（37番人気）
3連複票数 計5764528 的中 ��� 9220（147番人気）
3連単票数 計6535307 的中 ��� 1439（949番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．3―12．1―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．8―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファピーカブー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bertolini

2016．2．14生 牝5栗 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 18戦3勝 賞金 61，158，000円
初出走 JRA

21012 7月24日 晴 良 （3新潟3） 第1日 第12競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

35 スイーツマジック 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 466－12 54．6 5．4�

816� パラティーノヒル 牝4栗 55 丸田 恭介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 400＋ 2 54．92 41．4�

715 ロ ナ 牝5黒鹿55 �島 克駿桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B464－ 4 〃 クビ 5．5�
36 � リ ュ ッ カ 牝4鹿 55 津村 明秀星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 412＋ 2 55．0� 23．6�
713 シンシアハート 牝3芦 52

49 ▲永野 猛蔵 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 416＋ 4 55．21 2．8


59 テ セ ウ ス 牡3青鹿54 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 434＋ 2 〃 � 46．3�
714 グラスレガシー 牝6黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518＋ 2 55．3	 69．8�
817 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B502＋ 8 55．4� 12．4
612� ブレスドレイン 牝5黒鹿55 藤井勘一郎�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 532＋18 55．5� 177．4�
611 セ ル レ ア 牝4鹿 55 内田 博幸	パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B454－14 55．6	 10．3�
48 ホーキーポーキー 牝3栗 52 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B452± 0 55．7	 8．4�
47 フォルセティ 
3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社
ノースヒルズ B442－12 55．8クビ 64．9�

23 ミ エ リ 牝3栗 52 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 384－ 4 55．9	 20．9�
818� ア ニ マ ー ダ 牡4青鹿 57

54 ▲原 優介庄司 紫紀氏 鈴木慎太郎 新ひだか ヒサイファーム 480－10 〃 ハナ 165．7�
24 ライクマジック 牝3黒鹿 52

49 ▲松本 大輝下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 430＋16 56．11� 44．9�
11 � スターライトキス 牝6栗 55

52 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 520± 0 56．21 130．4�
12 ジューンアクア 牝4芦 55

54 ☆富田 暁吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 6 56．51	 100．9�
510 エ ル メ ー ム 牝4鹿 55 菅原 明良	ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470－ 2 56．6� 48．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 115，910，600円 複勝： 143，811，100円 枠連： 55，401，300円
馬連： 226，457，000円 馬単： 86，767，300円 ワイド： 193，459，900円
3連複： 405，431，400円 3連単： 419，786，100円 計： 1，647，024，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 710円 � 230円 枠 連（3－8） 2，290円

馬 連 �� 12，670円 馬 単 �� 18，360円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 700円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 19，700円 3 連 単 ��� 121，680円

票 数

単勝票数 計1159106 的中 � 170864（2番人気）
複勝票数 計1438111 的中 � 169441（3番人気）� 43934（10番人気）� 184050（2番人気）
枠連票数 計 554013 的中 （3－8） 18727（9番人気）
馬連票数 計2264570 的中 �� 13844（39番人気）
馬単票数 計 867673 的中 �� 3543（55番人気）
ワイド票数 計1934599 的中 �� 16135（33番人気）�� 75299（5番人気）�� 20528（24番人気）
3連複票数 計4054314 的中 ��� 15434（60番人気）
3連単票数 計4197861 的中 ��� 2501（386番人気）

ハロンタイム 11．9―9．9―10．3―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．8―32．1―42．9

上り4F42．7－3F32．8
勝馬の
紹 介

スイーツマジック �
�
父 コパノリチャード �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2020．8．29 新潟7着

2018．3．1生 牝3鹿 母 ハミングトップ 母母 スピードハミング 13戦2勝 賞金 22，714，000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） 2頭 エイリアス号・ラルゲッツァ号
（非抽選馬） 2頭 パルフェアンジュ号・フライングバレル号



（3新潟3）第1日 7月24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 185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

187，300，000円
4，320，000円
24，530，000円
1，500，000円
20，740，000円
77，814，500円
5，087，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
819，197，100円
1，207，259，300円
309，980，800円
1，481，189，800円
607，501，400円
1，203，589，500円
2，383，921，900円
2，730，362，200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 10，743，002，000円

総入場人員 2，809名 （有料入場人員 1，795名）
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