
21061 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：07．5

良
良

48 ア ラ ク レ 牝2黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：09．1 30．4�

12 スクリーンショット 牝2栗 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476－ 81：09．31� 13．0�
713 ザ ウ リ 牡2鹿 54 岩田 望来�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 510＋ 61：09．4クビ 1．8�
36 サンダップルド 牡2栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－101：09．5� 6．4�
612 ザナイトカフェ 牡2鹿 54

51 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：09．6� 26．6�
59 シナモンスティック 牝2芦 54 柴田 大知 	ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：09．91� 13．6

611 ワイワイドリーム 牡2鹿 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 544－ 21：10．22 417．5�
23 グリーンエンジェル 牝2黒鹿54 藤岡 康太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 486－ 4 〃 ハナ 29．2�
815 キタノラズベリ 牝2栃栗 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 田中 裕之 424－101：10．41 47．0
11 スローテキーラ 牝2青鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 438＋10 〃 クビ 24．3�
47 カ ン ト 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 434＋ 4 〃 ハナ 45．2�
714 ロージーグロウ 牝2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 41：10．5クビ 11．6�
817 オリーヴベリー 牡2黒鹿54 菅原 明良 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：10．61 21．4�
35 ニシノマンテン 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 424－161：11．13 136．7�
510 レウェルティ 牝2黒鹿54 武藤 雅野嶋 祥二氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 444－ 61：11．2� 167．6�
816 ディスフルタール 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 448＋ 81：11．94 170．3�
24 ミカンダイフク 牝2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 谷川牧場 416 ―1：12．11� 356．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，282，700円 複勝： 70，161，300円 枠連： 16，584，300円
馬連： 74，468，400円 馬単： 36，070，300円 ワイド： 79，607，000円
3連複： 128，439，300円 3連単： 135，978，200円 計： 590，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 500円 � 270円 � 120円 枠 連（1－4） 3，200円

馬 連 �� 17，650円 馬 単 �� 39，950円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 990円 �� 720円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 175，720円

票 数

単勝票数 計 492827 的中 � 13698（10番人気）
複勝票数 計 701613 的中 � 23972（9番人気）� 50871（5番人気）� 246263（1番人気）
枠連票数 計 165843 的中 （1－4） 4009（12番人気）
馬連票数 計 744684 的中 �� 3269（44番人気）
馬単票数 計 360703 的中 �� 677（86番人気）
ワイド票数 計 796070 的中 �� 4518（45番人気）�� 20845（9番人気）�� 29690（4番人気）
3連複票数 計1284393 的中 ��� 10682（28番人気）
3連単票数 計1359782 的中 ��� 561（436番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ラ ク レ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2021．7．11 福島2着

2019．3．21生 牝2黒鹿 母 シーギリヤガール 母母 スパイシーキティ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

21062 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

815 エイカイステラ 牝3鹿 54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：53．7 2．0�
713 ユキヤコンコン 牝3芦 54 菅原 明良椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 466± 01：54．76 7．2�
11 バライロノキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 464＋ 61：54．8アタマ 3．7�
46 フラワーリスペクト 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－ 41：55．33 40．1�

611 ホウオウハイエスト 牝3栗 54
51 ▲原 優介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 6 〃 クビ 26．8�

59 オーサムデイ 牝3芦 54 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B470± 01：56．15 20．8�
23 スマートミニヨン 牝3栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 河内 洋 日高 本間牧場 436＋12 〃 ハナ 108．2	
47 ア ミ ス タ 牝3鹿 54 森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 460± 0 〃 ハナ 166．3

814 メイショウフウカ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 450－ 21：56．2クビ 24．2�
712 プロヴァンスロゼ 牝3栗 54 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 436± 01：56．73 175．8�
58 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 448＋ 61：57．87 19．1�
34 ジェネシスライト 牝3栗 54 菅原 隆一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 畠山 吉宏 新ひだか 松田牧場 466＋ 81：58．0� 262．3�
22 アポロスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B486＋ 21：58．32 10．7�
610 タ カ チ ホ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 462± 01：58．5� 268．6�
35 ハ ン ザ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B418－ 22：00．09 28．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，495，500円 複勝： 57，074，500円 枠連： 14，112，700円
馬連： 72，264，100円 馬単： 30，136，000円 ワイド： 75，005，400円
3連複： 121，585，200円 3連単： 129，756，400円 計： 540，429，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 340円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 404955 的中 � 158043（1番人気）
複勝票数 計 570745 的中 � 129021（2番人気）� 82321（3番人気）� 129781（1番人気）
枠連票数 計 141127 的中 （7－8） 16356（2番人気）
馬連票数 計 722641 的中 �� 66531（2番人気）
馬単票数 計 301360 的中 �� 18105（3番人気）
ワイド票数 計 750054 的中 �� 50220（3番人気）�� 124706（1番人気）�� 52903（2番人気）
3連複票数 計1215852 的中 ��� 117263（1番人気）
3連単票数 計1297564 的中 ��� 27482（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．9―13．5―12．9―12．7―13．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．3―49．8―1：02．7―1：15．4―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイカイステラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Azamour デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．5．6生 牝3鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 7戦1勝 賞金 13，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハンザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月8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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウスコヤカ号

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

第３回 新潟競馬 第６日



21063 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11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
1：31．5
1：30．3

良
良

714 ヘネラルカレーラ 牝3鹿 54 酒井 学�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 474＋ 61：34．0 7．1�
12 ギルティブラック 牡3青鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋20 〃 アタマ 12．2�
24 � レ イ ク ビ ワ 牝3栗 52 川田 将雅 �ニッシンホール

ディングス 中内田充正 豪 Yulong Invest-
ments Yulong Stud 460＋ 61：34．1� 4．9�

47 エ ア リ エ ル 牝3黒鹿 54
53 ☆斎藤 新村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 434＋ 41：34．3� 231．8�

36 フューチャーポップ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430＋20 〃 クビ 19．6	
818 ノンリファレンス 牝3鹿 54 国分 優作一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 396＋ 4 〃 ハナ 254．8

816 ザフールーショー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD B466＋ 61：34．51 233．5�

35 リオンジャック 牝3黒鹿54 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 21：34．6� 5．6�
611 デマントイド 牝3鹿 54

51 ▲原 優介吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 446＋ 81：34．7� 29．9
11 � メイショウシルト 牡3青鹿56 �島 克駿松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 484＋201：35．01� 98．3�
612 コンフィテオール 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ターフ・スポート渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 468＋121：35．21	 105．0�
715 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 454－ 21：35．41	 5．1�
59 レインボーリング 牝3栗 54 田辺 裕信吉田ひとみ氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 436＋101：35．93 152．6�
817 サンシンノハナ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵岡 浩二氏 中尾 秀正 浦河 モトスファーム 482 ―1：36．11	 162．4�
48 ヒットアロット 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 424＋10 〃 クビ 261．7�
23 アレンシュタイン 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 410－ 41：36．52� 5．1�
510 ショウナンナビ 牝3栗 54 津村 明秀国本 哲秀氏 手塚 貴久 日高 天羽牧場 510－ 21：36．92� 8．1�
713 テーオーハーバード 牡3鹿 56 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 504± 01：38．38 179．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，856，800円 複勝： 68，583，300円 枠連： 20，929，000円
馬連： 81，170，000円 馬単： 33，060，900円 ワイド： 76，535，200円
3連複： 127，253，800円 3連単： 128，468，800円 計： 582，857，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 330円 � 200円 枠 連（1－7） 1，870円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 780円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 47，910円

票 数

単勝票数 計 468568 的中 � 52147（5番人気）
複勝票数 計 685833 的中 � 82913（4番人気）� 48613（7番人気）� 94752（2番人気）
枠連票数 計 209290 的中 （1－7） 8672（9番人気）
馬連票数 計 811700 的中 �� 12977（22番人気）
馬単票数 計 330609 的中 �� 2756（42番人気）
ワイド票数 計 765352 的中 �� 13064（24番人気）�� 25989（10番人気）�� 19299（14番人気）
3連複票数 計1272538 的中 ��� 14395（22番人気）
3連単票数 計1284688 的中 ��� 1944（211番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．6―11．7―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．1―58．8―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘネラルカレーラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．7．18 阪神2着

2018．4．25生 牝3鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 8戦1勝 賞金 13，270，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーハーバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月8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〕 テーオーハーバード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月8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 ヴィトーリア号・エイペクス号・ヒーローネバーダイ号・ファビュラスナイト号・ヤマニンマリンバ号

21064 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6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

47 トーセンマーク 牡3栗 56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 510＋ 61：54．3 21．6�

815 イモータルソウル 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 桜井牧場 478－ 21：54．4� 34．6�
611 ヨロシオスナ 牡3黒鹿56 松山 弘平岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 512＋ 41：54．82� 1．5�
35 ウインブランカ 牝3芦 54

53 ☆富田 暁�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 B446＋131：54．9� 11．1�
610 モ ー ガ ン 牡3栗 56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 472＋ 21：55．0� 7．2	
34 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56 丸山 元気薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 464＋ 61：55．1� 76．9

58 ミスターサファリ 牡3青鹿56 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 504＋14 〃 クビ 22．9�
22 メイショウシマト 牡3青鹿56 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 488－ 61：55．31� 242．1
712	 トーテムポール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 476＋ 21：56．47 9．9�
23 	 シータリズム 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd 448－101：58．3大差 46．5�
59 フレディアーノ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新吉田 晴哉氏 茶木 太樹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B536＋ 81：58．4クビ 290．2�

46 タガノディラン 
3栗 56 和田 翼八木 良司氏 小林 真也 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B502＋ 61：59．03� 9．6�

814 カラヴェッラ 牝3栗 54
53 ☆木幡 育也吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 85．7�

11 	 ネオアスペクト 牡3栗 56
53 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 鹿戸 雄一 英 Hermes

Services Ltd 506－ 42：00．38 64．7�
713 トムティット 牝3青鹿 54

51 ▲松本 大輝�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 442＋ 62：01．36 275．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，215，200円 複勝： 151，181，300円 枠連： 15，401，700円
馬連： 73，182，200円 馬単： 41，901，600円 ワイド： 77，960，500円
3連複： 124，388，400円 3連単： 176，599，800円 計： 708，830，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 380円 � 530円 � 110円 枠 連（4－8） 6，330円

馬 連 �� 23，850円 馬 単 �� 56，010円

ワ イ ド �� 4，770円 �� 550円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 109，990円

票 数

単勝票数 計 482152 的中 � 17813（6番人気）
複勝票数 計1511813 的中 � 39285（6番人気）� 25887（8番人気）� 1000229（1番人気）
枠連票数 計 154017 的中 （4－8） 1883（13番人気）
馬連票数 計 731822 的中 �� 2378（38番人気）
馬単票数 計 419016 的中 �� 561（72番人気）
ワイド票数 計 779605 的中 �� 3943（37番人気）�� 38890（5番人気）�� 20001（10番人気）
3連複票数 計1243884 的中 ��� 12203（24番人気）
3連単票数 計1765998 的中 ��� 1164（242番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．9―13．4―13．0―12．5―13．0―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．5―49．9―1：02．9―1：15．4―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3

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

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

トーセンマーク �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．18 福島5着

2018．3．28生 牡3栗 母 トーセンフリージア 母母 タガノアイリス 8戦1勝 賞金 7，610，000円
〔制裁〕 メイショウシマト号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオアスペクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月8日まで平地競走

に出走できない。
トムティット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月8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。
（非当選馬） 6頭 カシノシンセイ号・ケンブリッジセンス号・サイモンポーリア号・ファインハッピー号・マッチレスギフト号・

リベラルアーツ号
（非抽選馬） 1頭 テーオールノワール号



21065 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時30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
2：01．3
1：58．9

良
良

55 リ ブ ー ス ト 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516 ―2：03．7 2．2�
68 ヴァンシャンテ 牝2青鹿54 菅原 明良河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 414 ―2：03．8� 37．9�
11 スズノマーベリック 牡2栗 54 福永 祐一小紫 嘉之氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 482 ― 〃 クビ 8．3�
56 インダミタブル 牡2鹿 54 石橋 脩ライオンレースホース� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494 ―2：04．01� 24．2�
67 サカジロゴー 牡2鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 510 ―2：04．31� 18．3	
812 ショウナンマグマ 牡2鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 490 ―2：04．5� 32．7

33 アグラダーブレ 牝2黒鹿54 岩田 望来幅田 京子氏 寺島 良 日高 オリオンファーム 440 ― 〃 クビ 17．7�
44 グラングリシーヌ 牡2鹿 54 内田 博幸宮崎 俊也氏 林 徹 新ひだか 藤原牧場 476 ―2：04．81� 26．6�
710 イエローウィン 牝2黒鹿54 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 470 ―2：04．9クビ 56．1
811 チャレンジャー 牡2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 502 ―2：05．43 15．1�
79 トリフォリウム 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518 ―2：05．71� 3．4�
22 アストラガルス 牡2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 446 ― 〃 クビ 208．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 60，451，700円 複勝： 55，430，200円 枠連： 13，051，100円
馬連： 71，419，700円 馬単： 35，518，700円 ワイド： 60，846，200円
3連複： 108，012，400円 3連単： 139，056，000円 計： 543，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 660円 � 230円 枠 連（5－6） 950円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 390円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 51，770円

票 数

単勝票数 計 604517 的中 � 223413（1番人気）
複勝票数 計 554302 的中 � 152735（1番人気）� 14984（10番人気）� 57156（3番人気）
枠連票数 計 130511 的中 （5－6） 10602（3番人気）
馬連票数 計 714197 的中 �� 14466（13番人気）
馬単票数 計 355187 的中 �� 5331（18番人気）
ワイド票数 計 608462 的中 �� 14274（15番人気）�� 44321（2番人気）�� 4019（38番人気）
3連複票数 計1080124 的中 ��� 6987（40番人気）
3連単票数 計1390560 的中 ��� 1947（160番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．1―13．9―13．2―13．3―12．4―12．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．6―49．5―1：02．7―1：16．0―1：28．4―1：40．6―1：52．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ブ ー ス ト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．4．5生 牡2鹿 母 ディオジェーヌ 母母 フォーシンズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21066 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走13時00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

712 ステルナティーア 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．0 1．4�
46 レッドアヴァンティ 牡2栗 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442 ―1：36．53 12．4�
610 ヴァンルーラー 牝2鹿 54 西村 淳也サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 438 ―1：36．92� 67．5�
23 アルトシュタット 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．0� 5．3�
58 スキューマパーラ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁�髙昭牧場 長谷川浩大 浦河 高昭牧場 420 ― 〃 アタマ 108．8	
59 ワ ガ ン セ 牡2芦 54 石橋 脩�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 448 ―1：37．1� 53．2

47 ベガエクスプレス 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422 ―1：37．3� 94．6�
35 ペ ラ ラ ス 牡2鹿 54 �島 克駿安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 462 ― 〃 クビ 60．4�
11 エイカイマッケンロ 牡2鹿 54 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 クビ 9．6
611 シ タ ゴ コ ロ 牡2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 432 ―1：37．4� 53．9�

713 エテルナメンテ 牝2青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450 ―1：37．5� 44．7�

34 インブリウム 牡2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452 ―1：37．71� 31．2�

814 モンテッソーリ 牝2鹿 54
51 ▲永野 猛蔵小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 408 ―1：38．76 122．0�

815 ク ロ ガ ネ 牡2芦 54 川須 栄彦石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 B480 ―1：39．23 119．4�
22 グレースブロード 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448 ―1：40．69 241．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，064，000円 複勝： 107，325，100円 枠連： 15，996，300円
馬連： 75，122，500円 馬単： 46，658，200円 ワイド： 70，283，900円
3連複： 121，506，800円 3連単： 179，522，300円 計： 696，479，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 590円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，280円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 20，910円

票 数

単勝票数 計 800640 的中 � 437732（1番人気）
複勝票数 計1073251 的中 � 642445（1番人気）� 62726（4番人気）� 18136（9番人気）
枠連票数 計 159963 的中 （4－7） 16334（3番人気）
馬連票数 計 751225 的中 �� 57810（3番人気）
馬単票数 計 466582 的中 �� 31635（4番人気）
ワイド票数 計 702839 的中 �� 41519（3番人気）�� 13809（12番人気）�� 3949（34番人気）
3連複票数 計1215068 的中 ��� 8768（29番人気）
3連単票数 計1795223 的中 ��� 6222（57番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．8―12．8―12．3―11．5―10．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．6―50．4―1：02．7―1：14．2―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステルナティーア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2019．1．26生 牝2鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



21067 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：09．1
1：08．5

重
重

23 シ ャ マ ル 牡3鹿 54 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B514－101：11．4 2．6�
34 ゴイゴイスー 牡3鹿 54 田辺 裕信山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 494－101：12．25 4．2�
713 ネイチャーカレン 牡4黒鹿57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 466＋121：12．41� 83．7�
22 スペースクラフト �5芦 57 菅原 明良 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 ハナ 12．0�
815 サトノアポロン �3鹿 54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478－141：12．5クビ 13．5	
47 スラップショット 牡3鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 498－101：12．71� 22．6

610 サウンドプリズム 牡4青鹿57 松山 弘平増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 438－ 61：12．8� 17．3�
58 タマダイヤモンド 牝3青鹿 52

49 ▲原 優介玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 482－201：13．11� 56．6�
814 サリーバランセ 牝5栗 55 武士沢友治黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 494＋ 71：13．2� 263．5
59 イルデレーヴ 牡3鹿 54

51 ▲角田 大和 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋101：13．3クビ 12．2�
11 アメリカンベイビー 牡4黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 498－ 61：13．51	 15．7�
712 テ オ ド ラ 牝3栗 52 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B480＋14 〃 クビ 27．9�
46 タツリュウオー 牝3黒鹿52 藤懸 貴志�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 438± 01：13．6クビ 12．8�
35 スギノマジェスティ 牡3栗 54 岩田 望来杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 462＋ 4 〃 クビ 11．4�
611 クリノファイヤー 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 452－20 〃 ハナ 310．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，294，900円 複勝： 79，364，700円 枠連： 19，093，200円
馬連： 102，946，100円 馬単： 38，644，400円 ワイド： 92，734，500円
3連複： 160，754，100円 3連単： 164，535，500円 計： 712，367，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 940円 枠 連（2－3） 470円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，810円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 17，500円 3 連 単 ��� 44，080円

票 数

単勝票数 計 542949 的中 � 161742（1番人気）
複勝票数 計 793647 的中 � 180343（1番人気）� 138498（2番人気）� 14125（13番人気）
枠連票数 計 190932 的中 （2－3） 30950（1番人気）
馬連票数 計1029461 的中 �� 117862（1番人気）
馬単票数 計 386444 的中 �� 25856（1番人気）
ワイド票数 計 927345 的中 �� 84609（1番人気）�� 5749（54番人気）�� 5197（60番人気）
3連複票数 計1607541 的中 ��� 6887（66番人気）
3連単票数 計1645355 的中 ��� 2706（127番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（1，3）4－（8，7）（9，12，15）－5（13，10）6－11（2，14） 4 ・（1，3，4）－（8，7）（9，12，15）（5，13，10）6－（2，11，14）

勝馬の
紹 介

シ ャ マ ル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．3．13 阪神12着

2018．2．23生 牡3鹿 母 ネイティヴコード 母母 クラックコード 3戦2勝 賞金 12，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケヴィンズクロス号・チャイブテソーロ号・ペガサスハーツ号・ヤンチャプリヒメ号
（非抽選馬） 3頭 ゴルトファルベン号・プレジールミノル号・リアンフィーユ号

21068 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第8競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走14時00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
2：10．8
2：09．7

良
良

35 シルバーエース 牡4芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 462－102：13．6 27．6�
815 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 496＋ 22：13．8
 45．8�
11 レヴェッツァ 牡3鹿 54 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 1．8�
816 リフレーミング 牡3黒鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 456－ 62：13．9クビ 9．8�
12 マイネルマーティン 牡3栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 6 〃 ハナ 31．3�
24 メ ラ ー キ 牡4青鹿57 西村 淳也大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 クビ 40．3	
47 ジューンロールオン 牡3芦 54

53 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 千歳 社台ファーム 466＋ 22：14．0クビ 3．2

510 フ ル ネ ー ズ 牡3鹿 54

51 ▲角田 大和�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B494－ 4 〃 アタマ 127．5�
713 ハナビマンカイ 	4芦 57 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 4 〃 ハナ 51．7�
23 ブレークアップ 牡3栗 54 丸山 元気阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 484－ 22：14．1� 21．3
612 ミステリーウェイ 	3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B474＋ 42：14．2
 15．0�
36 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿52 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 クビ 72．8�
714 クリノクラール 牡3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 492± 02：14．3アタマ 47．7�
48 ティエドゥール 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋122：15．89 87．2�
611 フジマサディープ 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 504＋142：16．12 376．1�
（15頭）

59 シバノトロフェオ 牡3黒鹿54 丸田 恭介柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 486－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，017，600円 複勝： 74，761，400円 枠連： 21，642，600円
馬連： 99，611，600円 馬単： 46，472，400円 ワイド： 84，811，200円
3連複： 152，607，900円 3連単： 188，232，400円 計： 726，157，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 490円 � 460円 � 120円 枠 連（3－8） 4，870円

馬 連 �� 36，630円 馬 単 �� 89，830円

ワ イ ド �� 6，050円 �� 910円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 16，390円 3 連 単 ��� 266，020円

票 数

単勝票数 差引計 580176（返還計 3029） 的中 � 16806（6番人気）
複勝票数 差引計 747614（返還計 6394） 的中 � 28241（8番人気）� 30546（7番人気）� 246029（1番人気）
枠連票数 差引計 216426（返還計 138） 的中 （3－8） 3444（17番人気）
馬連票数 差引計 996116（返還計 15728） 的中 �� 2107（60番人気）
馬単票数 差引計 464724（返還計 6413） 的中 �� 388（120番人気）
ワイド票数 差引計 848112（返還計 16243） 的中 �� 3450（52番人気）�� 24600（9番人気）�� 22307（10番人気）
3連複票数 差引計1526079（返還計 45117） 的中 ��� 6980（54番人気）
3連単票数 差引計1882324（返還計 50925） 的中 ��� 513（501番人気）

ハロンタイム 12．6―10．3―11．5―13．0―13．4―12．8―12．3―11．8―12．2―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―22．9―34．4―47．4―1：00．8―1：13．6―1：25．9―1：37．7―1：49．9―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルバーエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．9．28 阪神3着

2017．4．11生 牡4芦 母 アイリッシュペコ 母母 Nordhock 17戦2勝 賞金 23，346，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 シバノトロフェオ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 フルネーズ号の騎手角田大和は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和3年8月21日から令和3年8月22日

まで騎乗停止。（被害馬：3番・6番）
〔その他〕 フルネーズ号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



21069 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第9競走 ��1，000�
ば く し ん

驀 進 特 別
発走14時35分 （芝・直線）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612� ジャスパージャック 牡5鹿 57 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas
Park Stud B536＋ 6 54．4 2．9�

715 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 57 丸山 元気野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 494＋ 2 54．61� 5．0�
714 クルークヴァール 牡6鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B484＋10 54．7	 11．4�
817 サクセスハーモニー 牝4栗 55 菅原 明良�タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 456＋12 〃 ハナ 6．6�
59 タ ピ オ カ 牝4青鹿55 木幡 巧也�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 514＋ 2 54．91 9．9	
510� フラミンゴフライト 牝4芦 55 松山 弘平吉田 千津氏 茶木 太樹 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

496＋ 4 55．0	 24．7

611
 ドリームジャンボ 牝6鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 494＋ 8 〃 クビ 202．0�
48 キモンブラウン 牝3栗 52 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 460＋10 55．1� 22．9�
24 スイーツマジック 牝3鹿 52 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 468＋ 2 〃 ハナ 16．4
818 ウインアイルビータ 牝5栗 55 柴田 大知�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 6 55．2� 13．0�
816 ロマンスマジック 牝7栗 55 斎藤 新�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 474＋ 4 55．3� 161．9�
11 
 ワンモアバイト 牝6鹿 55 岩田 望来�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B456＋16 55．4� 77．3�
36 バカラクイーン 牝5栗 55 三浦 皇成�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 478± 0 55．82� 11．9�
47 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 452－ 2 56．01� 101．6�
35 トゥールドマジ 牝4栗 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 4 56．21� 71．8�
713 デルマカルヴァドス 牡6鹿 57 藤井勘一郎浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B500－ 8 56．3クビ 162．4�
12 ウインオルビット 牡6鹿 57 原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B496＋ 4 56．51� 355．9�
23 セピアノーツ 牝3芦 52 藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 472± 0 56．81	 97．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 69，551，500円 複勝： 90，587，600円 枠連： 40，563，300円
馬連： 169，534，900円 馬単： 61，261，600円 ワイド： 128，664，000円
3連複： 301，740，700円 3連単： 297，710，800円 計： 1，159，614，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 230円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 380円 �� 750円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 695515 的中 � 189972（1番人気）
複勝票数 計 905876 的中 � 192645（1番人気）� 151121（2番人気）� 81439（4番人気）
枠連票数 計 405633 的中 （6－7） 56692（1番人気）
馬連票数 計1695349 的中 �� 159001（1番人気）
馬単票数 計 612616 的中 �� 34777（1番人気）
ワイド票数 計1286640 的中 �� 94221（1番人気）�� 42520（7番人気）�� 31412（12番人気）
3連複票数 計3017407 的中 ��� 70125（6番人気）
3連単票数 計2977108 的中 ��� 20403（6番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．7―31．9―42．9

上り4F42．7－3F32．7
勝馬の
紹 介

�ジャスパージャック �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．9．2 新潟1着

2016．4．26生 牡5鹿 母 Crescent Moon 母母 Wandering Star 11戦2勝 賞金 32，310，000円
［他本会外：4戦1勝］

〔制裁〕 ドリームジャンボ号の騎手長岡禎仁は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番）

21070 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 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

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 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

814 ダノンレガーロ 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：58．4 7．6�
46 グレアリングアイ 牡3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 21：58．5クビ 2．4�
813 トゥルーヴィル 牡4鹿 57 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 468＋ 4 〃 ハナ 5．0�
69 シーリアスラブ 牡5鹿 57 M．デムーロ吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 464± 01：59．03 22．7�
33 ナスノフォルテ 牝4黒鹿55 富田 暁	須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486＋ 41：59．1� 212．8

45 ダディーズトリップ 牡5青 57 浜中 俊田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 456＋ 4 〃 アタマ 20．1�
34 ルックスマート 牡6鹿 57 田辺 裕信平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 8 〃 クビ 62．3�
711 アステロイドベルト 牡4鹿 57 菅原 明良 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 81：59．2クビ 8．9
22 ジュンブルースカイ 牡3鹿 54 岩田 望来河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 ハナ 4．3�
11 シャドウセッション 	5鹿 57 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋10 〃 クビ 35．1�
58 ブリーズスズカ 牡8青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476± 02：00．15 285．8�
610 ブレーヴユニコーン 牡5青鹿57 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 70．7�
57 サイモンサーマル 	6鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 490－ 32：01．69 424．6�
712 ポ リ ア ン サ 牝5栗 55 柴山 雄一佐藤 壽男氏 岩戸 孝樹 洞
湖 レイクヴィラファーム 486± 02：02．23� 66．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，279，700円 複勝： 97，626，700円 枠連： 36，847，600円
馬連： 198，158，600円 馬単： 72，718，800円 ワイド： 121，761，100円
3連複： 286，306，000円 3連単： 339，328，800円 計： 1，230，027，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 150円 � 150円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 390円 �� 400円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 772797 的中 � 81072（4番人気）
複勝票数 計 976267 的中 � 120628（4番人気）� 171604（3番人気）� 173970（2番人気）
枠連票数 計 368476 的中 （4－8） 63974（1番人気）
馬連票数 計1981586 的中 �� 139751（4番人気）
馬単票数 計 727188 的中 �� 19150（12番人気）
ワイド票数 計1217611 的中 �� 78872（4番人気）�� 75770（5番人気）�� 108416（2番人気）
3連複票数 計2863060 的中 ��� 146337（3番人気）
3連単票数 計3393288 的中 ��� 24116（25番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．7―11．8―12．0―12．0―11．9―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―35．8―47．6―59．6―1：11．6―1：23．5―1：35．1―1：46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンレガーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2020．6．21 阪神4着

2017．2．18生 牡4鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 5戦3勝 賞金 29，538，000円

１レース目 ３レース目



21071 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第13回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

815 メイショウムラクモ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 482＋121：51．3 2．8�
814 スウィープザボード 牡3芦 56 津村 明秀杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 B452－ 41：51．83 40．4�
22 レプンカムイ 牡3黒鹿56 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 482＋ 41：51．9� 10．1�
611 ノースザワールド 牡3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472＋ 41：52．21� 14．0�
59 ハンディーズピーク 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 0 〃 クビ 9．0�
35 オセアダイナスティ 牡3栗 56 川田 将雅 IHR 加藤 征弘 新冠 村田牧場 502＋ 21：52．3	 6．6	
712 トモジャリア 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 464＋ 21：52．72	 128．9

11 ラヴォラーレ 牡3鹿 56 菅原 明良 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 514± 01：53．01	 105．4�
34 ホッコーハナミチ 牡3鹿 56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 472＋ 81：53．21
 7．2�
23 タマモブトウカイ 牡3鹿 56 永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 454± 01：53．31 73．9
713 タイセイアゲイン 牡3黒鹿56 松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472＋ 21：53．61� 64．7�
47 ロードシュトローム 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 488－ 51：54．13 24．9�
46 スマートパルフェ 牝3黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 432± 0 〃 クビ 58．6�
58 テイエムマジック 牡3栗 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 504－ 61：55．710 35．3�
610 ルコルセール 牡3鹿 56 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B510＋ 21：55．8	 5．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 257，734，100円 複勝： 299，213，800円 枠連： 126，098，900円 馬連： 678，870，400円 馬単： 235，563，800円
ワイド： 467，660，200円 3連複： 1，292，020，100円 3連単： 1，498，525，100円 5重勝： 656，928，700円 計： 5，512，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 630円 � 310円 枠 連（8－8） 4，980円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 730円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 70，670円

5 重 勝
対象競走：新潟9R／函館10R／新潟10R／函館11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 892，910円

票 数

単勝票数 計2577341 的中 � 712638（1番人気）
複勝票数 計2992138 的中 � 697329（1番人気）� 94180（9番人気）� 223666（6番人気）
枠連票数 計1260989 的中 （8－8） 19602（17番人気）
馬連票数 計6788704 的中 �� 100346（20番人気）
馬単票数 計2355638 的中 �� 23680（32番人気）
ワイド票数 計4676602 的中 �� 77040（19番人気）�� 173588（5番人気）�� 23888（50番人気）
3連複票数 計12920201 的中 ��� 60382（49番人気）
3連単票数 計14985251 的中 ��� 15373（232番人気）
5重勝票数 計6569287 的中 ����� 515

ハロンタイム 12．4―11．2―12．3―12．9―12．6―12．6―12．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．9―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウムラクモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．12 中山15着

2018．3．31生 牡3鹿 母 ノースパストラル 母母 ブランピュール 8戦4勝 賞金 79，239，000円
※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 アリエノール号・キャリアリズム号・クリーンスレイト号・ディールクルム号・ノーブルシルエット号・

ワイズマンハート号

21072 8月8日 曇 良 （3新潟3） 第6日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

510 フラーズダルム 牝3鹿 52 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482＋101：33．0 5．5�
714 メモリーエフェクト 牡3鹿 54 岩田 望来�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋101：33．21� 11．4�
816 アップストリーム 牝3黒鹿52 石川裕紀人下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 クビ 5．4�
713 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿52 松若 風馬大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：33．3クビ 12．0�
11 スリートップキズナ 牡3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 81：33．51� 3．4�
24 セイイーグル �7鹿 57 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 444－101：33．6� 15．4	
48 グレンフィナン �6鹿 57

54 ▲小林 脩斗�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B480－101：33．92 98．0

47 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 424－ 8 〃 ハナ 240．0�
612 マイネルプリンチペ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 61：34．0クビ 20．4�
35 リュクスフレンド 牝3鹿 52 浜中 俊田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 464＋ 81：34．1� 10．0
12 サイレントスウープ 牝4黒鹿55 三浦 皇成ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B466＋ 41：34．41	 25．7�
817 ブライズルーム 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 438＋12 〃 ハナ 15．5�
36 
 ルリマツリムーン 牝4鹿 55 酒井 学�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 480＋ 2 〃 クビ 76．9�
59 ナイトオブレディ 牝4黒鹿55 荻野 極 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：34．61 38．2�
611 ビッグブルー 牡5鹿 57 菅原 明良�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 514＋141：34．81 205．9�
818 モズマンジロウ 牡3鹿 54 西村 淳也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 452－ 81：34．9	 26．9�
715�
 モントカイザー �5黒鹿57 �島 克駿岡田 牧雄氏 小林 真也 英 Mrs D. du

Feu B484＋ 81：35．11� 138．3�
23 ギンコイエレジー 牝6黒鹿55 木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496＋101：35．42 173．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 129，898，500円 複勝： 168，995，800円 枠連： 63，821，900円
馬連： 269，130，700円 馬単： 93，340，700円 ワイド： 226，296，600円
3連複： 455，739，300円 3連単： 491，646，100円 計： 1，898，869，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 370円 � 220円 枠 連（5－7） 1，790円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 770円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 36，060円

票 数

単勝票数 計1298985 的中 � 187669（3番人気）
複勝票数 計1689958 的中 � 227095（2番人気）� 104981（7番人気）� 214333（3番人気）
枠連票数 計 638219 的中 （5－7） 27488（9番人気）
馬連票数 計2691307 的中 �� 65862（9番人気）
馬単票数 計 933407 的中 �� 13003（13番人気）
ワイド票数 計2262966 的中 �� 49550（10番人気）�� 76911（4番人気）�� 50503（8番人気）
3連複票数 計4557393 的中 ��� 49679（15番人気）
3連単票数 計4916461 的中 ��� 9883（75番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．6―12．0―11．9―11．3―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．4―47．4―59．3―1：10．6―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラーズダルム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．14 阪神1着

2018．3．1生 牝3鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 7戦2勝 賞金 26，471，000円

５レース目



（3新潟3）第6日 8月8日 （祝日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

241，800，000円
5，620，000円
27，560，000円
1，740，000円
28，760，000円
79，960，500円
5，370，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
972，142，200円
1，320，305，700円
404，142，600円
1，965，879，200円
771，347，400円
1，562，165，800円
3，380，354，000円
3，869，360，200円
656，928，700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 14，902，625，800円

総入場人員 1，911名 （有料入場人員 1，752名）



令和3年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，105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

1，314，960，000円
22，020，000円
165，080，000円
9，890，000円
151，650，000円
472，787，750円
32，044，000円
10，608，000円

勝馬投票券売得金
5，218，159，500円
7，542，992，100円
2，141，520，200円
10，037，636，600円
4，122，238，500円
8，136，620，000円
16，957，588，300円
19，977，759，700円
2，069，426，100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 76，203，941，000円

総入場延人員 13，736名 （有料入場延人員 10，467名）
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