
21025 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05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

47 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 戸崎 圭太福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 478－141：12．1 14．4�
11 ボルタドマール 牡2鹿 54 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 510＋ 21：12．2� 11．3�
59 ケイティレインボー 牡2青鹿54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 464－ 81：12．41� 43．3�
713 グ ル ー ト ン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 和田 勇介 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 466＋ 21：12．5� 22．7�
611 カラフルキューブ 牝2鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－10 〃 クビ 1．9�
34 リュウノブレイク 牡2栗 54 柴田 善臣蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：13．03 4．8	
35 クラーベドラド 牡2青鹿54 西村 淳也 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466－121：13．1� 14．9�
22 ベアグッジョブ 牡2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 472－ 61：13．41� 63．3�
58 ラッパラッパー 牝2栗 54 武藤 雅西森 功氏 堀井 雅広 平取 二風谷ファーム 456＋ 21：13．5� 98．6
610 ナカガワフェイス 牝2青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 476＋ 6 〃 ハナ 194．0�
712 シックザイン 牡2栗 54

51 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 442＋ 81：14．03 19．6�

814 ライドアクロス 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 494－101：14．42� 168．6�
23 ニ シ ノ ア ナ 牝2鹿 54 石川裕紀人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 458－101：14．61 28．5�
815 メイプルレモン 牝2栗 54 三浦 皇成節 英司氏 南田美知雄 新冠 株式会社

安達牧場 476－10 〃 アタマ 37．0�
46 ハルキファイト 牝2鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 458－ 61：15．02 41．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，259，500円 複勝： 76，429，500円 枠連： 15，396，800円
馬連： 75，863，000円 馬単： 37，402，000円 ワイド： 76，779，300円
3連複： 131，518，700円 3連単： 143，852，700円 計： 609，501，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 490円 � 330円 � 950円 枠 連（1－4） 3，930円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 5，260円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 44，890円 3 連 単 ��� 188，250円

票 数

単勝票数 計 522595 的中 � 30658（4番人気）
複勝票数 計 764295 的中 � 40590（5番人気）� 66346（3番人気）� 19483（10番人気）
枠連票数 計 153968 的中 （1－4） 3030（13番人気）
馬連票数 計 758630 的中 �� 10207（17番人気）
馬単票数 計 374020 的中 �� 2449（32番人気）
ワイド票数 計 767793 的中 �� 11023（17番人気）�� 3721（48番人気）�� 5155（39番人気）
3連複票数 計1315187 的中 ��� 2197（111番人気）
3連単票数 計1438527 的中 ��� 554（451番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．4―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エトワールジェンヌ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2021．6．20 東京7着

2019．4．21生 牝2鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハクアイボリイ号
（非抽選馬） 1頭 ワイワイドリーム号

21026 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

23 ヤマニンサンパ 牡3芦 56 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 460－ 21：47．7 8．0�
714 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：47．8� 2．4�
611 サンデーインアスク 牝3青鹿54 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 414＋ 21：48．11� 64．0�
715 テイクバイストーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 幸治氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B480＋ 2 〃 クビ 11．8�
510 セカンドワルツ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．2� 7．6	
816 エニシノウタ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 438± 0 〃 ハナ 6．8

818 アンシャンテ 牝3栗 54 松山 弘平近藤 英子氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 5．6�
817 トーホウロゼリア 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 460＋ 61：48．41� 8．9�
24 キングプロテア 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 404± 01：48．5クビ 334．6
35 シャンプルミー 牝3鹿 54 西村 淳也中村 祐子氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 426＋ 21：48．82 65．2�
59 エレメンタル 牡3鹿 56 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 81：49．11� 166．1�

36 オサキニゴブレイ 牝3青鹿 54
51 ▲原 優介野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 高橋 修 462－ 21：49．41� 415．5�

48 ミルティアデス �3栗 56
53 ▲永野 猛蔵 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 ハナ 139．2�

47 ブロンドアスク 牝3栗 54
53 ☆斎藤 新廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 390＋141：49．51 225．4�
12 ネフュージュニア 牡3芦 56 丸山 元気大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 514＋ 21：49．71 139．9�
612 アモーレグリーン �3芦 56 江田 照男青芝商事� 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B432－101：49．91� 202．6�
11 グッドスマイル 牡3黒鹿56 森 裕太朗杉立健次郎氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 468－ 81：51．8大差 234．4�
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713 イッツマイドリーム 牝3黒鹿54 田中 健吉田 千津氏 荒川 義之 日高 川端 正博 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，023，700円 複勝： 66，859，800円 枠連： 17，233，200円
馬連： 72，318，900円 馬単： 32，674，900円 ワイド： 66，702，200円
3連複： 113，000，400円 3連単： 125，928，400円 計： 544，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 130円 � 970円 枠 連（2－7） 840円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，380円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 40，000円

票 数

単勝票数 計 500237 的中 � 49809（5番人気）
複勝票数 計 668598 的中 � 78427（3番人気）� 184645（1番人気）� 11746（9番人気）
枠連票数 計 172332 的中 （2－7） 15746（3番人気）
馬連票数 計 723189 的中 �� 70886（2番人気）
馬単票数 計 326749 的中 �� 11389（7番人気）
ワイド票数 計 667022 的中 �� 51755（2番人気）�� 4668（26番人気）�� 12306（21番人気）
3連複票数 計1130004 的中 ��� 10210（31番人気）
3連単票数 計1259284 的中 ��� 2282（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．2―49．3―1：01．9―1：13．7―1：24．9―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 5，10（3，14，15）18（6，11，12，16）（7，17）4，9，8－2－1 4 5－10（3，14，15）18（6，11）（7，16）（4，12，17）（8，9）－2－1

勝馬の
紹 介

ヤマニンサンパ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．6．6 中京7着

2018．5．4生 牡3芦 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔出走取消〕 イッツマイドリーム号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月30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〕 ネフュージュニア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月30日まで平地競走に出走で

きない。

第３回 新潟競馬 第３日
枠
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馬
番 馬 名 毛

色
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馬
装
具
馬体
重量
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オッズ・
単勝
人気



21027 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05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

46 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 436＋ 21：53．7 3．4�
611 ジ ジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 488＋ 6 〃 アタマ 1．7�
34 カドカラハジマル 牡3栗 56

53 ▲原 優介芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 424－ 61：54．33� 24．3�
712 ストロングカレント 牡3鹿 56 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 470－ 61：54．93� 7．5�
58 ダンツソアラ 牡3芦 56 中井 裕二山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 21：55．11� 23．5	
22 メイショウメイスイ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 446＋101：56．48 14．3

35 エンタイトルド 牝3栗 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 426＋ 4 〃 クビ 85．0�
814 スマートメソッド 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 466＋181：56．82� 90．4�

59 プレミアハンド 牡3栗 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 平取 北島牧場 496－ 21：57．54 264．8
713 ボールドリーチ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 中野 栄治 新ひだか 米田 和子 476＋ 61：57．71� 56．0�
610� バジェットライン 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁飯田 正剛氏 田中 克典 米 Chiyoda
Farm 528＋ 81：58．01� 126．1�

815 ヤマニンエピクーレ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 444－101：59．8大差 125．9�

23 オーミジルベール 牡3黒鹿56 酒井 学岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 520 ―2：00．01� 33．4�
47 � ライフイズアゲイム 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 池上 昌和 英 Dunchurch Lodge

Stud Company 510 ―2：01．06 64．6�
（14頭）

11 � モズロータスランド 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米
Dixiana Farms
LLC & Tapit
Syndicate

― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，714，600円 複勝： 99，941，200円 枠連： 11，914，800円
馬連： 51，451，700円 馬単： 32，604，300円 ワイド： 55，425，900円
3連複： 90，452，400円 3連単： 133，730，100円 計： 512，235，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連（4－6） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 660円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 差引計 367146（返還計 3256） 的中 � 85093（2番人気）
複勝票数 差引計 999412（返還計 1292） 的中 � 120465（2番人気）� 631720（1番人気）� 38574（5番人気）
枠連票数 差引計 119148（返還計 680） 的中 （4－6） 36191（1番人気）
馬連票数 差引計 514517（返還計 7300） 的中 �� 153225（1番人気）
馬単票数 差引計 326043（返還計 3559） 的中 �� 40655（2番人気）
ワイド票数 差引計 554259（返還計 4676） 的中 �� 113928（1番人気）�� 17398（8番人気）�� 25498（6番人気）
3連複票数 差引計 904524（返還計 18168） 的中 ��� 59418（4番人気）
3連単票数 差引計1337301（返還計 26961） 的中 ��� 18776（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―49．6―1：02．3―1：15．0―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーマイセルフ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2020．8．23 新潟9着

2018．4．18生 牝3青鹿 母 ブ リ ッ サ 母母 ツクバノーブル 13戦1勝 賞金 18，250，000円
〔出走取消〕 モズロータスランド号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンエピクーレ号・オーミジルベール号・ライフイズアゲイム号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和3年8月31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〕 バジェットライン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月30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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウインブランカ号・クレスコロッキー号・ケンブリッジセンス号・シータリズム号・タンジェントアーク号・

ネオアスペクト号・ピースアンドリンゴ号

21028 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第4競走 ��2，200�3歳未勝利
発走11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
2：10．8
2：09．7

良
良

48 ギブンアンソート 牝3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 472－ 62：12．2 2．8�
24 � スカイシーカー �3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 小島 茂之 愛 Bernard

Cooke 494＋ 42：12．41� 21．0�
12 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 474－ 6 〃 アタマ 5．7�
510 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458－ 62：13．03� 6．9�
611 スフリエール 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 4．7	
715 セブンフォールド 牡3鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 22：13．42� 7．7

11 マイネルリリーフ 牡3芦 56

55 ☆斎藤 新 �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 458－ 22：14．04 44．3�

714 メイショウケンコン 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 490＋102：14．1� 15．4�

36 メイショウテンオン 牡3青鹿 56
53 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 544＋ 4 〃 クビ 133．9

23 クリノエルサ 牝3芦 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 450－102：14．2� 56．1�
612 ハイドアンドシーク 牡3黒鹿56 武藤 雅�ノースヒルズ 手塚 貴久 新ひだか 土居牧場 536± 02：14．3	 42．9�
59 ベルベデール 牝3栗 54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 456± 02：14．4クビ 149．1�
713 ワイドイシス 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 22：14．61� 268．1�
818 トリニタリアニズム 牡3栗 56 西村 淳也吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋102：14．81� 158．4�
35 キクノディーン 牡3鹿 56 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 502＋122：15．32� 37．6�
47 スズカサウスボーイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 B496＋122：15．4� 114．4�
816 アイファージャガー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎中島 稔氏 
島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 482＋102：15．5	 173．8�
817 ショレアドルチェ 牝3鹿 54 的場 勇人 �YGGホースクラブ 的場 均 日高 奥山 博 434－ 62：16．13� 367．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，685，000円 複勝： 67，640，900円 枠連： 14，752，200円
馬連： 67，953，800円 馬単： 31，215，700円 ワイド： 67，609，200円
3連複： 106，729，300円 3連単： 118，054，300円 計： 512，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 470円 � 170円 枠 連（2－4） 1，950円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 930円 �� 430円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 24，200円

票 数

単勝票数 計 386850 的中 � 108194（1番人気）
複勝票数 計 676409 的中 � 149026（1番人気）� 26614（7番人気）� 108990（2番人気）
枠連票数 計 147522 的中 （2－4） 5861（9番人気）
馬連票数 計 679538 的中 �� 19934（11番人気）
馬単票数 計 312157 的中 �� 5398（17番人気）
ワイド票数 計 676092 的中 �� 18269（11番人気）�� 43918（4番人気）�� 8766（21番人気）
3連複票数 計1067293 的中 ��� 18007（12番人気）
3連単票数 計1180543 的中 ��� 3536（73番人気）

ハロンタイム 13．0―10．3―11．1―12．4―13．4―12．4―12．1―11．9―12．2―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―23．3―34．4―46．8―1：00．2―1：12．6―1：24．7―1：36．6―1：48．8―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6
1
3

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

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

ギブンアンソート �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．2．14 阪神4着

2018．4．27生 牝3栗 母 テクニカルラン 母母 モ テ ッ ク 6戦1勝 賞金 9，370，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ニホンピロビヨンド号・ブルーローズシップ号・メイショウセッサイ号・レナトゥス号・ローブデソワレ号
（非抽選馬） 5頭 オンリーグローリー号・シャイニングパール号・トーホウロッキー号・フォクシーレディ号・ラピスデラビオス号



21029 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時25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
1：33．3
1：32．3

良
良

59 ラニュイエトワール 牡2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 448 ―1：35．5 3．6�
510 ショウナンアメリア 牝2黒鹿54 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 466 ―1：35．6� 5．7�
611 メジャークオリティ 牡2鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 488 ―1：35．91� 28．9�
713 ラブカヒルー 牝2鹿 54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 440 ―1：36．11� 45．5�
714 ランコントル 牝2鹿 54 石橋 脩井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 450 ― 〃 ハナ 31．0�
612 プラニエータ 牝2鹿 54 和田 竜二山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 504 ― 〃 クビ 5．2	
36 シエロフェイス 牡2黒鹿54 福永 祐一 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 428 ―1：36．2アタマ 13．1

817 デュアルパーパス 牡2栗 54 津村 明秀�ターフ・スポート鈴木 伸尋 浦河 グランデファーム 456 ―1：36．62� 60．8�
23 ソリスルクス 牡2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 アタマ 9．0�
24 シゲルツキミザケ 牡2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 446 ―1：37．13 37．0
35 ロードバルドル 牡2青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 466 ―1：37．2� 151．1�
12 マ エ マ エ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �ニッシンホール

ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―1：37．51� 33．0�
815 スターオブフェイス 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 428 ―1：37．6� 217．0�
48 オラヴェリタス 牡2黒鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 484 ― 〃 クビ 16．0�
47 ビービーピーカブー 牡2栗 54

51 ▲角田 大和�坂東牧場 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 70．7�
816 ルクスラピッド 牡2鹿 54 西村 淳也�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 456 ―1：37．8� 9．7�
11 ピ オ ニ ー ル 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 424 ―1：38．75 159．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 59，925，000円 複勝： 66，738，200円 枠連： 19，160，700円
馬連： 71，946，200円 馬単： 30，659，500円 ワイド： 67，100，200円
3連複： 112，751，600円 3連単： 111，317，500円 計： 539，598，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，010円 枠 連（5－5） 1，310円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，190円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 14，340円 3 連 単 ��� 46，750円

票 数

単勝票数 計 599250 的中 � 137100（1番人気）
複勝票数 計 667382 的中 � 140462（1番人気）� 94341（2番人気）� 11977（12番人気）
枠連票数 計 191607 的中 （5－5） 11256（5番人気）
馬連票数 計 719462 的中 �� 48188（2番人気）
馬単票数 計 306595 的中 �� 10880（2番人気）
ワイド票数 計 671002 的中 �� 35075（2番人気）�� 7594（24番人気）�� 6701（26番人気）
3連複票数 計1127516 的中 ��� 5897（44番人気）
3連単票数 計1113175 的中 ��� 1726（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．8―12．3―11．7―11．2―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラニュイエトワール �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2019．2．28生 牡2鹿 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ショウナンアメリア号・ピオニール号・プラニエータ号・マエマエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21030 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・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
1：08．7
1：07．5

良
良

24 ジャスティンヴェル 牡2黒鹿54 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：10．2 7．7�
11 シナモンロール 牝2栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 422 ―1：11．15 80．1�
12 テーオースパロー 牡2黒鹿54 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 484 ― 〃 クビ 6．5�
48 セイグッドバイ 牝2鹿 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 484 ― 〃 ハナ 40．4�
510 ザ ン ゲ ツ 牡2鹿 54 福永 祐一中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 488 ―1：11．2クビ 5．6�
23 ロッホローモンド 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 436 ―1：11．3� 4．3	

714 ミツカネムーン 牝2黒鹿 54
51 ▲原 優介小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 436 ―1：11．4� 8．9


35 ララパラプリュイ 牝2栗 54 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 436 ―1：11．93 23．9�
（法942）

816 チューウィー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 440 ―1：12．0� 21．8
818 ブルーインサニティ 牡2鹿 54 和田 竜二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 486 ―1：12．21� 46．4�
713 タイセイフェイバー 牡2青鹿54 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 528 ―1：12．51� 5．8�
612 シゲルカンガルー 牡2鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 470 ― 〃 クビ 133．7�
47 クイーンアポーン 牝2鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462 ― 〃 ハナ 110．1�
817 ダブルムーン 牡2鹿 54 野中悠太郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 新冠 株式会社
安達牧場 430 ―1：12．71 190．4�

611 シゲルハンマー 牡2鹿 54 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 守矢牧場 490 ―1：13．23 29．6�
59 カンタベリーホープ 牡2栗 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 438 ― 〃 アタマ 199．8�
36 フ ァ ン グ 牡2鹿 54 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 434 ―1：13．41� 192．1�
715 カ ウ ア 牝2栗 54 藤井勘一郎�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム B464 ―1：16．3大差 259．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，346，800円 複勝： 53，459，200円 枠連： 18，440，200円
馬連： 62，735，500円 馬単： 27，334，300円 ワイド： 58，467，200円
3連複： 97，768，600円 3連単： 97，222，400円 計： 460，774，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 1，640円 � 270円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 34，450円 馬 単 �� 45，650円

ワ イ ド �� 9，270円 �� 1，080円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 53，830円 3 連 単 ��� 359，620円

票 数

単勝票数 計 453468 的中 � 49189（5番人気）
複勝票数 計 534592 的中 � 51140（6番人気）� 7116（12番人気）� 57795（5番人気）
枠連票数 計 184402 的中 （1－2） 16089（3番人気）
馬連票数 計 627355 的中 �� 1411（67番人気）
馬単票数 計 273343 的中 �� 449（110番人気）
ワイド票数 計 584672 的中 �� 1588（67番人気）�� 14563（13番人気）�� 3352（46番人気）
3連複票数 計 977686 的中 ��� 1362（132番人気）
3連単票数 計 972224 的中 ��� 196（858番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―11．8―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンヴェル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2019．4．3生 牡2黒鹿 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブルーインサニティ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ララパラプリュイ号の騎手津村明秀は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 ブルーインサニティ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 カンタベリーホープ号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カウア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月31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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アスターデカゴン号・エンライ号・ガトーフレーズ号・クラウンリース号・ショウナンアメリア号・

ニシノレジスタンス号・ピオニール号・ベアクッキー号・ミカンダイフク号・モンテッソーリ号



21031 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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

46 バーデンヴァイラー 牡3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：51．4 1．6�
713 サンライズグリット 牡3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 452－ 21：52．89 5．8�
815 キースローガン 牡4栗 57 松山 弘平北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 472－ 2 〃 ハナ 84．7�
58 ブ ラ ビ オ 牡3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 466＋ 61：53．33 12．8�

35 アンクラウデッド 牡3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488＋ 21：53．51� 8．3	
814 ミッキークイック 牡3青鹿54 和田 竜二野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 502－ 61：54．24 14．8

22 メイショウメイユウ 牡4鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－141：54．73 95．6�
59 アララトテソーロ 牡5栗 57 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 490＋ 2 〃 ハナ 257．3�
34 � サンマルキャンディ 牝4黒鹿55 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 524＋321：54．8� 352．5
23 � シュテルンシチー 牡5栗 57 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 454± 01：55．33 20．4�
611 モンサンイルベント 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 520＋28 〃 ハナ 32．5�
11 ゴールドジャーニー 牝3鹿 52 藤懸 貴志吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B456＋ 61：55．61� 34．2�
610� シンゼンウイング �4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗原 陽子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋101：55．7� 234．0�
47 トミケンベレムド 牡3栗 54 野中悠太郎蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 548＋14 〃 ハナ 171．9�
712 ジンジャーブラッド 牝3黒鹿52 丸山 元気小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 530－ 61：56．23 18．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，226，200円 複勝： 110，093，200円 枠連： 15，340，700円
馬連： 81，043，600円 馬単： 40，392，500円 ワイド： 70，544，000円
3連複： 127，532，100円 3連単： 176，054，500円 計： 680，226，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 900円 枠 連（4－7） 370円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，050円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 計 592262 的中 � 290409（1番人気）
複勝票数 計1100932 的中 � 572033（1番人気）� 137631（2番人気）� 12243（11番人気）
枠連票数 計 153407 的中 （4－7） 31338（1番人気）
馬連票数 計 810436 的中 �� 132662（1番人気）
馬単票数 計 403925 的中 �� 51671（1番人気）
ワイド票数 計 705440 的中 �� 84354（1番人気）�� 7972（26番人気）�� 4227（37番人気）
3連複票数 計1275321 的中 ��� 10617（30番人気）
3連単票数 計1760545 的中 ��� 6237（60番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．9―12．5―12．3―13．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．4―48．3―1：00．8―1：13．1―1：26．3―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

バーデンヴァイラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都3着

2018．3．19生 牡3黒鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 3戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 ミッキークイック号の騎手和田竜二は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10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。
（非抽選馬） 7頭 ジェイケイエース号・シバノトロフェオ号・セイウンロミオ号・タマモパッション号・プライムデイ号・

ヤマニンスプレモ号・ヤマニンビオローネ号

21032 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第8競走 ��3，250�第23回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：28．7良

710 ト ゥ ル ボ ー 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514－ 83：29．0 41．3�

69 サーブルオール 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 7．3�
813 フォイヤーヴェルク 牡8青鹿60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464± 03：29．53 8．0�
57 コウユーヌレエフ 牡7黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 508± 03：30．24 3．6�
68 トワイライトタイム 牡6青鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 484＋ 43：30．51� 24．7	
56 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 484－10 〃 クビ 8．6

22 コウユーホクト 牡6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 504± 03：30．71� 31．8�
45 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 464＋ 63：31．01� 2．7�
812 プレシャスタイム 牡8鹿 60 高田 潤小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 444± 03：32．27 100．6
711 バイオレントブロー �6黒鹿60 熊沢 重文 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 494＋ 43：32．62	 16．9�
11 フィールインラヴ �6黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 442－ 23：34．19 17．6�
44 
 メイショウハチク �7鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460－ 83：35．59 157．6�
33 メメランタン 牡5芦 60 西谷 誠本谷 惠氏 谷 潔 日高 沖田牧場 540± 03：39．2大差 100．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，112，600円 複勝： 60，116，800円 枠連： 18，979，500円
馬連： 88，006，800円 馬単： 43，264，600円 ワイド： 70，744，200円
3連複： 173，667，800円 3連単： 210，947，300円 計： 715，839，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 840円 � 280円 � 280円 枠 連（6－7） 2，220円

馬 連 �� 10，550円 馬 単 �� 29，930円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 3，680円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 25，900円 3 連 単 ��� 281，650円

票 数

単勝票数 計 501126 的中 � 9701（10番人気）
複勝票数 計 601168 的中 � 16129（10番人気）� 60596（3番人気）� 59224（4番人気）
枠連票数 計 189795 的中 （6－7） 6597（10番人気）
馬連票数 計 880068 的中 �� 6462（32番人気）
馬単票数 計 432646 的中 �� 1084（71番人気）
ワイド票数 計 707442 的中 �� 6241（34番人気）�� 4869（37番人気）�� 16300（11番人気）
3連複票数 計1736678 的中 ��� 5028（76番人気）
3連単票数 計2109473 的中 ��� 543（592番人気）
上り 1マイル 1：42．3 4F 50．5－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
6（2，7）9（5，8）（4，10，11）13，1－12＝3・（6，9）－（7，10）8，2－5，11，13＝1，12＝4＝3

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡5栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 障害：5戦3勝 賞金 50，855，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 1日第 5競走）
〔その他〕　　ハクサンポラリス号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕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。



21033 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第9競走 ��1，800�
き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走14時35分 （ダート・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
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
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 キタノインディ 牡3鹿 54 富田 暁北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 462＋ 41：52．5 20．4�
23 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 松山 弘平�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 490＋ 4 〃 クビ 4．1�
712 メイショウハクサン 牡4鹿 57 岩田 望来松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 496＋ 81：52．71� 3．4�
610 モ レ ッ キ �7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 478－ 81：53．02 8．8�
814 フラッシングジェム 牝5青鹿55 �島 克駿 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488＋ 81：53．1クビ 34．1	
34 クラウンデザイアー 牡4黒鹿57 松若 風馬
クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 490＋ 8 〃 クビ 41．3�
47 ジュールサイクル 牝4青 55 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448＋ 21：53．73� 17．2�
611 メイショウオオタカ 牡5鹿 57 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 492－ 81：53．8	 54．3
46 ジーマックス 牡4鹿 57 田辺 裕信佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 518－ 4 〃 アタマ 8．9�
11 スクリーンプロセス 牡3青鹿54 和田 竜二 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 540＋ 21：53．9� 6．9�
59 エピックスター �6鹿 57 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440± 01：54．11
 32．9�
713� リバプールタウン 牡6鹿 57 中井 裕二薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 494－ 41：54．2クビ 11．2�
58 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55 菅原 明良 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 クビ 28．8�
815 クリノキングボス 牡4栗 57 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B472＋ 61：54．62� 152．2�
22 ケイアイピハ 牡4栗 57 藤懸 貴志 
ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 442－ 21：54．81 173．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，036，700円 複勝： 70，797，800円 枠連： 24，086，400円
馬連： 105，882，000円 馬単： 39，655，300円 ワイド： 82，260，800円
3連複： 161，219，200円 3連単： 167，895，100円 計： 705，833，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 470円 � 150円 � 160円 枠 連（2－3） 3，100円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，270円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 46，070円

票 数

単勝票数 計 540367 的中 � 21161（8番人気）
複勝票数 計 707978 的中 � 27605（9番人気）� 139235（1番人気）� 128675（2番人気）
枠連票数 計 240864 的中 （2－3） 6021（15番人気）
馬連票数 計1058820 的中 �� 20744（15番人気）
馬単票数 計 396553 的中 �� 3078（36番人気）
ワイド票数 計 822608 的中 �� 14895（17番人気）�� 15790（15番人気）�� 59976（1番人気）
3連複票数 計1612192 的中 ��� 26669（8番人気）
3連単票数 計1678951 的中 ��� 2642（128番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．9―13．3―12．8―12．4―12．6―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．3―49．6―1：02．4―1：14．8―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノインディ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．29 新潟14着

2018．3．25生 牡3鹿 母 コリエドペルル 母母 スイートクラフティ 10戦3勝 賞金 31，295，000円
※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。
（非抽選馬）11頭 キャベンディッシュ号・キョウエイパラスト号・ザプラウドワンズ号・サンマルエンパイア号・

ジョウショーリード号・ストロングライン号・デルマカルヴァドス号・マイネルイヴィンス号・ラヴィンフォール号・
ラブリーエンジェル号・リーガルマインド号

21034 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第10競走 ��1，600�
つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

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
月岡温泉観光協会賞（1着）

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
1：31．5
1：30．3

良
良

11 ホウオウラスカーズ 牝3黒鹿52 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：32．3 2．5�
59 クロワドフェール 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋161：32．51� 4．0�
47 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500± 01：32．71� 6．4�
34 アグリューム 牝5鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：32．91� 12．8�
46 ミモザイエロー 牝5栗 55 岩田 望来青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 474－ 21：33．0クビ 34．9	
35 ハローユニコーン 牝7鹿 55 斎藤 新 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 462－ 6 〃 クビ 47．6

58 ラキャラントシス 牝4栗 55 西村 淳也�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 478＋ 4 〃 クビ 147．3�
815� ア ト ミ カ 牝6鹿 55 浜中 俊東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：33．1クビ 55．4�
23 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 486－ 41：33．31� 14．0
814 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞	湖 レイクヴィラファーム B458＋ 4 〃 ハナ 135．5�
713 タイセイメガロス 牡4鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 444－14 〃 クビ 8．5�
611 チビラーサン 牝5栗 55 和田 竜二瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 21：33．4
 28．1�
22 ニシノアジャスト 牡3青鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 520－ 61：33．82
 22．6�
610 ブルーバード 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 B426－ 41：34．01
 91．6�
712 ストラトスフィア 牝5鹿 55 川須 栄彦�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 21：34．63
 69．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 66，263，600円 複勝： 90，494，300円 枠連： 30，709，900円
馬連： 150，781，200円 馬単： 57，565，400円 ワイド： 111，310，400円
3連複： 216，744，700円 3連単： 246，976，500円 計： 970，846，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 530円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 270円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 662636 的中 � 208067（1番人気）
複勝票数 計 904943 的中 � 199559（1番人気）� 151730（2番人気）� 126696（3番人気）
枠連票数 計 307099 的中 （1－5） 44239（1番人気）
馬連票数 計1507812 的中 �� 223538（1番人気）
馬単票数 計 575654 的中 �� 48035（1番人気）
ワイド票数 計1113104 的中 �� 116901（1番人気）�� 58918（3番人気）�� 58272（4番人気）
3連複票数 計2167447 的中 ��� 107716（1番人気）
3連単票数 計2469765 的中 ��� 32789（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―11．5―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．5―1：09．7―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウラスカーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shamardal デビュー 2020．11．1 東京2着

2018．5．18生 牝3黒鹿 母 ビーコンターン 母母 Baize 6戦3勝 賞金 31，285，000円

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 2日第 2競走）
〔その他〕　　エラディケイター号は，競走中に疾病〔左第3中手骨遠位剥離骨折〕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。



21035 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第11競走 ��
��1，800�

さ ど

佐渡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，3勝クラス，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 371，000円 106，000円 53，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

35 アナザーリリック 牝3鹿 52 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 482－141：45．2 3．0�
36 ゴルトベルク 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋121：45．62� 7．7�
48 モズナガレボシ 牡4芦 57 浜中 俊 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 500＋ 41：45．7	 26．4�
612 デュアライズ 牡5黒鹿57 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 452＋ 61：45．8� 32．2�
59 シンハリング 牝4青鹿55 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 ハナ 16．2	
611 シングフォーユー 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 486± 01：45．9クビ 11．4

12 ラルナブリラーレ 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 484＋ 61：46．0� 16．8�
47 コマノウインクル 牡4黒鹿57 西村 淳也長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 510＋ 6 〃 ハナ 4．4�
816 オメガラヴィサン 
6鹿 57 横山 典弘原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 476－121：46．1� 18．8
817 シ ャ レ ー ド 牝4栗 55 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B510＋ 61：46．2� 70．7�
815 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿57 角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 450± 01：46．51� 21．5�
23 ショウナンハレルヤ 牝4鹿 55 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 462± 0 〃 ハナ 39．6�
510 ハイアーグラウンド 
7鹿 57 �島 克駿小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 514＋ 41：46．6� 77．6�
24 エ ス ト 牝5鹿 55 斎藤 新大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 361．2�
713 ストーンリッジ 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 クビ 43．7�
714 アオイクレアトール 牡4芦 57 三浦 皇成新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486± 01：47．02� 11．8�
11 ヴィクターバローズ 牡4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 アタマ 29．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 130，595，200円 複勝： 196，480，400円 枠連： 82，393，100円
馬連： 352，733，900円 馬単： 118，235，200円 ワイド： 267，655，200円
3連複： 616，470，900円 3連単： 623，636，700円 計： 2，388，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 420円 枠 連（3－3） 1，650円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，700円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 33，760円

票 数

単勝票数 計1305952 的中 � 337968（1番人気）
複勝票数 計1964804 的中 � 431669（1番人気）� 185701（3番人気）� 96463（9番人気）
枠連票数 計 823931 的中 （3－3） 38652（6番人気）
馬連票数 計3527339 的中 �� 173597（2番人気）
馬単票数 計1182352 的中 �� 38886（3番人気）
ワイド票数 計2676552 的中 �� 107145（2番人気）�� 39707（18番人気）�� 23403（38番人気）
3連複票数 計6164709 的中 ��� 43939（25番人気）
3連単票数 計6236367 的中 ��� 13390（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．1―47．3―59．4―1：11．2―1：22．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 3，9，2（8，14）（4，11，13，15）17（1，6，10）5，12，7－16 4 3，9（2，14）（8，13，15）（4，11）（1，6，17）（5，10）12，7－16

勝馬の
紹 介

アナザーリリック �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．8．29 新潟1着

2018．3．17生 牝3鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 5戦3勝 賞金 49，999，000円
※エスト号・デュアライズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21036 7月31日 晴 良 （3新潟3） 第3日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （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
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ララクリスティーヌ 牝3青鹿52 岩田 望来フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 448＋ 41：21．0 7．2�
（法942）

36 キャロライナリーパ 牝3黒鹿52 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 6．4�
59 ジ ネ ス ト ラ 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：21．1� 1．7�
47 フォティノース 牝3黒鹿52 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 434＋ 41：21．2� 11．9�
510 コミカライズ 牝4青鹿55 和田 竜二吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 456－ 21：21．62� 17．7	
612 レリスタット 牝4青鹿55 石橋 脩�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 460＋ 41：21．7� 84．5

23 トーホウラデン 牡4黒鹿57 太宰 啓介東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B496＋181：21．8� 40．6�
11 ク ム シ ラ コ 牡3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 444－101：21．9クビ 50．5�
713 オプティミスモ 牝3鹿 52

49 ▲小林 脩斗泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 434＋18 〃 クビ 15．3
715 クイーンカピオラニ 牝4栗 55

52 ▲永野 猛蔵�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 428± 01：22．0クビ 32．0�
35 ブランシェット 牝5黒鹿55 戸崎 圭太�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460＋30 〃 クビ 86．9�
611 アスクキングコング 牡3黒鹿54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 ハナ 18．7�
12 カップッチョ 牡4鹿 57 藤懸 貴志�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 466＋ 21：22．1クビ 158．3�
24 ルンルンキャット 牝5黒鹿55 �島 良太�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 448－ 21：22．52� 222．0�
816 カ ケ ル 牡4鹿 57 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 496＋ 61：22．6� 109．9�
818 ラルゲッツァ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋161：22．81� 100．8�

714 ペリトモレノ 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 B476－ 21：23．01 330．7�
817	 オールイズスパーブ 牝5青鹿55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 452＋121：24．9大差 259．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 96，051，900円 複勝： 147，046，200円 枠連： 44，821，300円
馬連： 188，233，700円 馬単： 85，576，700円 ワイド： 173，890，700円
3連複： 330，122，800円 3連単： 413，442，100円 計： 1，479，185，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 160円 � 110円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 730円 �� 280円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 15，450円

票 数

単勝票数 計 960519 的中 � 106039（3番人気）
複勝票数 計1470462 的中 � 171707（3番人気）� 186518（2番人気）� 492013（1番人気）
枠連票数 計 448213 的中 （3－4） 26072（5番人気）
馬連票数 計1882337 的中 �� 46640（7番人気）
馬単票数 計 855767 的中 �� 9658（18番人気）
ワイド票数 計1738907 的中 �� 53171（7番人気）�� 169700（1番人気）�� 161888（2番人気）
3連複票数 計3301228 的中 ��� 230669（1番人気）
3連単票数 計4134421 的中 ��� 19396（40番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．4―11．8―12．3―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―34．3―46．1―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララクリスティーヌ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．11．1 京都1着

2018．3．9生 牝3青鹿 母 スーパーマダム 母母 オメガフォーチュン 4戦2勝 賞金 22，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールイズスパーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月31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。
（非当選馬） 2頭 フライングバレル号・マイネルプリンチペ号
（非抽選馬） 3頭 ヴィルトゥオシタ号・ソルトキャピタル号・メイショウツツジ号



（3新潟3）第3日 7月31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 192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

241，660，000円
3，020，000円
24，410，000円
2，080，000円
28，120，000円
82，754，750円
6，437，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
739，240，800円
1，106，097，500円
313，228，800円
1，368，950，300円
576，580，400円
1，168，489，300円
2，277，978，500円
2，569，057，600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
計 10，119，623，200円

総入場人員 2，597名 （有料入場人員 1，743名）
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