
22001 8月14日 小雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10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 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

11 ベストリーガード 牡2黒鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 454± 01：11．6 8．1�
59 セイウンハルカニ 牡2青鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：12．98 4．6�
815 ハピネスガッサン 牝2栗 54 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 418－ 61：13．22 6．1�
814� 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

474－ 61：13．73 4．1�
712 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 田辺 裕信永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 446＋ 81：13．8� 29．7�
58 カ ラ ニ 牡2黒鹿54 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 514－ 81：13．9� 221．4	
34 ダイチスマイル 牡2黒鹿54 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 424－ 61：14．21� 185．9

35 ジーガーデン 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 槇本牧場 486－ 6 〃 クビ 108．3�
47 トーセンコップ 牡2栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 21：14．3クビ 15．6
611 ジュンオーズ 牡2鹿 54 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 418－ 6 〃 アタマ 208．9�
46 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± 01：14．4� 21．4�
22 ビ ジ ョ ガ ー 牝2黒鹿54 野中悠太郎宮城 寛也氏 宮田 敬介 日高 アイズスタッド株式会社 520 ―1：14．5� 44．0�
610 ハロースクロール 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 416－ 61：14．6� 5．5�
713 サンデンガンバレ 牝2黒鹿54 柴田 善臣山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 468－ 2 〃 アタマ 232．0�
23 キチロクハニー 牝2青鹿54 江田 照男山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋ 21：15．23� 13．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，056，100円 複勝： 46，613，100円 枠連： 17，154，400円
馬連： 68，345，300円 馬単： 28，669，800円 ワイド： 67，692，100円
3連複： 111，844，000円 3連単： 109，439，000円 計： 483，813，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 300円 � 180円 � 190円 枠 連（1－5） 1，900円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 710円 �� 830円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 20，150円

票 数

単勝票数 計 340561 的中 � 35037（5番人気）
複勝票数 計 466131 的中 � 34855（6番人気）� 71617（2番人気）� 67988（3番人気）
枠連票数 計 171544 的中 （1－5） 6989（8番人気）
馬連票数 計 683453 的中 �� 30965（7番人気）
馬単票数 計 286698 的中 �� 5054（14番人気）
ワイド票数 計 676921 的中 �� 24320（7番人気）�� 20536（8番人気）�� 28744（6番人気）
3連複票数 計1118440 的中 ��� 24645（7番人気）
3連単票数 計1094390 的中 ��� 3936（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストリーガード �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．7．4 福島7着

2019．3．22生 牡2黒鹿 母 ジョリファム 母母 メジロアニマート 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コストリッヒ号
（非抽選馬） 3頭 クイーンアポーン号・チアアップ号・ハイパービーム号

22002 8月14日 雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時45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

22 ラ ー グ ル フ 牡2黒鹿54 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 484－ 41：50．0 16．7�
33 ミスボニータ 牝2青 54 津村 明秀 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 462 ―1：50．2� 22．5�
810 ラクスバラディー 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 1．1�
79 ヴァプンアート 牡2鹿 54 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 442＋ 41：50．3� 12．3�
44 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± 01：50．83 69．2	
55 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 454＋ 6 〃 ハナ 9．6


811 ブレットフライ 牡2青 54 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 488＋ 21：51．54 41．1�

11 トーセンキッド 牡2青鹿54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 452－ 41：51．82 157．8

78 ニシノカケハシ 牝2芦 54 武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 454＋ 6 〃 ハナ 76．6�
66 ジャパンナイト 牡2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵森口 聡氏 杉浦 宏昭 浦河 チェスナット
ファーム 446± 01：51．9クビ 168．8�

67 エレウテリア 牡2鹿 54
51 ▲小林 脩斗�和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 442－ 41：52．43 332．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，169，700円 複勝： 145，760，600円 枠連： 10，957，200円
馬連： 50，569，200円 馬単： 43，404，600円 ワイド： 52，430，700円
3連複： 80，849，600円 3連単： 183，368，600円 計： 622，510，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 180円 � 280円 � 100円 枠 連（2－3） 8，200円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 26，160円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 290円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 55，970円

票 数

単勝票数 計 551697 的中 � 27891（4番人気）
複勝票数 計1457606 的中 � 46043（4番人気）� 25106（5番人気）� 1197221（1番人気）
枠連票数 計 109572 的中 （2－3） 1035（14番人気）
馬連票数 計 505692 的中 �� 4201（16番人気）
馬単票数 計 434046 的中 �� 1244（32番人気）
ワイド票数 計 524307 的中 �� 9489（13番人気）�� 52312（3番人気）�� 28364（5番人気）
3連複票数 計 808496 的中 ��� 27806（8番人気）
3連単票数 計1833686 的中 ��� 2375（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．6―50．9―1：03．9―1：16．1―1：27．3―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．9
3 3，4，10（2，5）11（6，9，8）1，7 4 3，4，10，2，5（6，9，11）8（1，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ー グ ル フ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．7．25 新潟9着

2019．2．25生 牡2黒鹿 母 アバンドーネ 母母 ロスグラシアレス 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第４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



22003 8月14日 雨 重 （3新潟4） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

712 メイプルエクセル 牡3栗 56 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 522＋ 21：52．5 10．6�
23 セバスチャン �3鹿 56

53 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 456＋ 41：53．03� 6．0�
58 ターニングアップ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 458＋ 21：53．1クビ 4．6�
611 エアセイラン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム 482－ 4 〃 クビ 37．3�
34 ブラウシュヴァルツ 牡3青 56 丸山 元気 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：53．52 3．6	
814 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 504＋ 4 〃 クビ 12．1

59 ジョングルール 牡3黒鹿56 石川裕紀人諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 518 ― 〃 ハナ 46．5�
47 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 内田 博幸村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B450－ 4 〃 クビ 18．1�
22 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B472－ 41：53．7� 72．3
35 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 526－ 81：53．8� 22．8�
46 アーティフィス 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ルシミエント 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 B472＋161：54．33 14．6�
815 ニシノブライアント 牡3青鹿56 武藤 雅西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 464－ 41：54．4� 222．8�
713 エ ク セ タ ー 牡3芦 56 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 536 ― 〃 ハナ 5．6�
610 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 B426－ 61：55．25 134．3�
11 パープルレイン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム 510－ 81：55．4� 282．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，278，000円 複勝： 59，883，700円 枠連： 16，643，900円
馬連： 68，714，200円 馬単： 26，496，700円 ワイド： 77，337，000円
3連複： 107，767，100円 3連単： 102，423，700円 計： 498，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 180円 � 160円 枠 連（2－7） 1，530円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 790円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 39，700円

票 数

単勝票数 計 392780 的中 � 29442（5番人気）
複勝票数 計 598837 的中 � 56134（5番人気）� 86543（3番人気）� 105664（1番人気）
枠連票数 計 166439 的中 （2－7） 8422（9番人気）
馬連票数 計 687142 的中 �� 16353（13番人気）
馬単票数 計 264967 的中 �� 2441（36番人気）
ワイド票数 計 773370 的中 �� 16278（13番人気）�� 24960（5番人気）�� 38559（3番人気）
3連複票数 計1077671 的中 ��� 20126（6番人気）
3連単票数 計1024237 的中 ��� 1870（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．7―49．6―1：01．8―1：14．1―1：26．8―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルエクセル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．5 中山4着

2018．5．2生 牡3栗 母 メイプルプラウド 母母 メイプルスプリング 4戦1勝 賞金 8，510，000円
〔その他〕 ブラウシュヴァルツ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔3走成績による出走制限〕 アモーレグリーン号・パープルレイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月14日まで

平地競走に出走できない。

22004 8月14日 小雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・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
1：59．5
1：56．1

良
良

813 キャニオニング 牝3鹿 54 菅原 明良吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 438－ 42：03．7 83．3�
57 ヴァンデスプワール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 416＋122：03．8クビ 4．7�
22 シャイニングパール 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 428＋ 8 〃 クビ 90．7�
33 エンプレスソウル 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472－ 42：03．9� 4．8�
814 ノアスマッシュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 422－ 82：04．0� 5．4�
711 ブーケドフルール 牝3青鹿54 石川裕紀人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422＋ 42：04．21� 63．5	
712 エフティレーヴ 牝3黒鹿54 武藤 雅吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：04．51� 17．4

34 シングマイハート 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－ 6 〃 クビ 2．3�
45 フクノグラーティア 牝3黒鹿54 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 450－ 42：04．6� 14．8�
69 ゴートゥートラベル 牝3青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 408＋ 82：05．12� 40．2
58 エ ル ピ ー ダ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 398－102：05．21 55．1�
610 マクラガレーヌ 牝3黒鹿54 原田 和真藤沼 利夫氏 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 472－ 22：05．41 242．0�
11 プリオールトップ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 446＋22 〃 クビ 156．9�
46 リュウノオードリー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 裕之 432 ―2：06．88 115．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，698，600円 複勝： 55，498，300円 枠連： 13，872，000円
馬連： 66，340，200円 馬単： 32，886，800円 ワイド： 63，573，500円
3連複： 100，613，500円 3連単： 123，469，200円 計： 496，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，330円 複 勝 � 1，780円 � 230円 � 1，400円 枠 連（5－8） 1，300円

馬 連 �� 26，810円 馬 単 �� 72，750円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 30，090円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 274，400円 3 連 単 ��� 2，183，290円

票 数

単勝票数 計 406986 的中 � 3908（10番人気）
複勝票数 計 554983 的中 � 7167（11番人気）� 80836（4番人気）� 9246（10番人気）
枠連票数 計 138720 的中 （5－8） 8237（6番人気）
馬連票数 計 663402 的中 �� 1917（42番人気）
馬単票数 計 328868 的中 �� 339（99番人気）
ワイド票数 計 635735 的中 �� 2635（38番人気）�� 542（75番人気）�� 2719（35番人気）
3連複票数 計1006135 的中 ��� 275（215番人気）
3連単票数 計1234692 的中 ��� 41（1298番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―13．9―12．6―12．0―12．3―12．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．8―51．7―1：04．3―1：16．3―1：28．6―1：40．8―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャニオニング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．23 東京9着

2018．3．13生 牝3鹿 母 ブリッジクライム 母母 リーチマイハーバー 6戦1勝 賞金 5，100，000円



22005 8月14日 小雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．3
1：32．3

良
良

816 ミ ン ト 牝2栗 54 福永 祐一石川 達絵氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484 ―1：35．2 3．0�
714 ティーライトニング 牡2鹿 54 津村 明秀天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 434 ―1：35．83� 26．9�
611 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝2黒鹿54 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 408 ―1：35．9� 18．4�
612 オヤノナナヒカリ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 444 ― 〃 アタマ 41．2�
23 ナンヨーアゼリア 牝2青鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 414 ― 〃 ハナ 21．5�
510 フロウィングダンス 牝2栗 54 石橋 脩 	シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 クビ 7．6

815 ウィンダミア 牡2鹿 54 武士沢友治広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ

ファーム 438 ―1：36．0� 51．6�
47 キャルダイス 牡2鹿 54 田辺 裕信里見 治紀氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 500 ―1：36．42� 4．9�
11 フィオリーカズマ 牡2鹿 54 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 478 ―1：36．5クビ 10．9
24 シュガービート 牡2黒鹿54 菅原 明良 	キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―1：36．6� 36．0�
35 ラティツィア 牝2芦 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ―1：36．7クビ 24．2�
48 ス カ イ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 茶木 太樹 新ひだか チャンピオンズファーム 396 ―1：36．8� 65．1�

713 ニシノジャズ 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 490 ―1：36．91 98．7�
817 メロンチャン 牝2黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 460 ―1：37．43 120．8�
36 スノーグレース 牝2栗 54 丸山 元気 	シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 アタマ 7．5�
12 ノクターナリティ 牡2黒鹿54 木幡 巧也ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ― 〃 クビ 78．5�
59 ハッピーノリクン 牡2栗 54

51 ▲小林 脩斗足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 416 ―1：37．5� 154．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 51，499，500円 複勝： 54，739，100円 枠連： 16，582，700円
馬連： 67，042，600円 馬単： 28，642，300円 ワイド： 59，416，300円
3連複： 101，375，400円 3連単： 99，485，600円 計： 478，783，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 590円 � 370円 枠 連（7－8） 2，600円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 990円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 65，570円

票 数

単勝票数 計 514995 的中 � 141365（1番人気）
複勝票数 計 547391 的中 � 125471（1番人気）� 19261（9番人気）� 33677（6番人気）
枠連票数 計 165827 的中 （7－8） 4932（13番人気）
馬連票数 計 670426 的中 �� 10380（17番人気）
馬単票数 計 286423 的中 �� 3120（21番人気）
ワイド票数 計 594163 的中 �� 8976（17番人気）�� 15987（8番人気）�� 4471（36番人気）
3連複票数 計1013754 的中 ��� 4932（46番人気）
3連単票数 計 994856 的中 ��� 1100（176番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．4―12．3―11．5―11．1―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ン ト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ルーラーシップ 初出走

2019．2．7生 牝2栗 母 ビートマッチ 母母 パーフェクトマッチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シュガービート号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ヒメゴゼン号の騎手柴田大知は，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：9番）
※ミント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22006 8月14日 雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

牝；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
1：20．8
1：20．1

良
良

48 ガトーフレーズ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：23．5 60．3�

817 ク ラ ン プ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 410 ―1：23．6� 5．4�
23 カルーナブルガリス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 458 ― 〃 クビ 14．9�

612 ベ ニ テ マ リ 牝2鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 424 ―1：24．02� 10．4�
59 ナリノロンドン 牝2鹿 54 内田 博幸成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 448 ―1：24．21 5．8�
24 ジュパンスアトワ 牝2鹿 54 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 筒井 征文 434 ― 〃 ハナ 41．3	
714 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 岩部 純二
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 428 ― 〃 アタマ 162．5�
815 エリークラウン 牝2鹿 54 吉田 豊谷川 正純氏 高橋 文雅 日高 クラウン日高牧場 452 ―1：24．51� 66．3�
713 ショウナンナウシカ 牝2鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 手塚 貴久 登別 青藍牧場 452 ―1：24．6� 15．5
36 コ イ マ リ 牝2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454 ―1：25．55 152．6�
35 ベアクッキー 牝2鹿 54 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 萩澤 俊雄 418 ―1：25．6� 113．0�
47 スズシナーラ 牝2黒鹿54 丸山 元気森 達郎氏 高橋 裕 日高 野島牧場 446 ―1：25．81� 3．4�
611 アイラジオーネ 牝2栗 54 M．デムーロ加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460 ―1：26．54 16．7�
11 サ ノ バ レ ー 牝2栗 54 伴 啓太佐野 信幸氏 中野 栄治 青森 石田 英機 444 ―1：27．77 179．9�
510 サツキレッドスター 牝2黒鹿54 武士沢友治小野 博郷氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 368 ―1：28．65 191．3�
816 リネンパートナー 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 422 ―1：30．4大差 186．8�
12 ピュアブラベ 牝2鹿 54 戸崎 圭太上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 448 ― （競走中止） 6．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，793，900円 複勝： 44，543，200円 枠連： 15，132，400円
馬連： 60，701，700円 馬単： 26，050，200円 ワイド： 49，345，900円
3連複： 90，670，000円 3連単： 92，205，000円 計： 419，442，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，030円 複 勝 � 1，060円 � 230円 � 350円 枠 連（4－8） 920円

馬 連 �� 19，060円 馬 単 �� 47，530円

ワ イ ド �� 5，510円 �� 6，530円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 62，550円 3 連 単 ��� 522，250円

票 数

単勝票数 計 407939 的中 � 5741（10番人気）
複勝票数 計 445432 的中 � 9260（10番人気）� 60382（4番人気）� 33008（6番人気）
枠連票数 計 151324 的中 （4－8） 12646（1番人気）
馬連票数 計 607017 的中 �� 2468（43番人気）
馬単票数 計 260502 的中 �� 411（98番人気）
ワイド票数 計 493459 的中 �� 2293（45番人気）�� 1931（49番人気）�� 6793（25番人気）
3連複票数 計 906700 的中 ��� 1087（134番人気）
3連単票数 計 922050 的中 ��� 128（970番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．5―47．6―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 ・（3，12）（13，15）9（4，17）11（14，8）7，5－10－6＝1＝16 4 ・（3，12）（13，15）（4，9）（14，17）（8，11）7－5－6，10＝1＝16

勝馬の
紹 介

ガトーフレーズ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．2．4生 牝2黒鹿 母 マイネサヴァラン 母母 マイネデセール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ピュアブラベ号は，競走中に疾病〔右腸骨複骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔その他〕 サノバレー号・リネンパートナー号は，3コーナー手前で競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走

制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキレッドスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月14日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 マテンロウボイス号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エリーピコット号・カリュウ号・グレタ号・セントイライアス号・ソーブラック号・ドリームグロウ号・パーシスト号・

プリマリー号・マリノメローラ号・ミント号・モズゴールドメダル号・ライトストリーム号



22007 8月14日 雨 重 （3新潟4） 第1日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

610 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 468－ 21：11．0 1．5�
11 サイレントナイト 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子大塚 亮一氏 田村 康仁 むかわ 新井牧場 492＋ 21：11．74 12．6�
22 フィルモグラフィー 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム B462＋12 〃 クビ 14．3�
46 グランドライズ 牡3黒鹿56 丸山 元気田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462－ 21：11．91� 6．9�
611 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 B518＋ 61：12．0クビ 34．1	
712 アイディアリスト 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム B486－ 41：12．11 24．5

814 リヴァーシャノン 牝3栗 54 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 460－ 21：12．2クビ 186．9�
59 ミンナノユメツナグ 牡3栗 56 菅原 明良�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 472－ 4 〃 クビ 56．2�
713 イ ワ ナ 牡3鹿 56 田辺 裕信越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 482＋ 61：12．3クビ 47．0
815 ウエスタンプラチナ 牝3栗 54 武士沢友治西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 450＋ 61：12．72� 135．5�
58 ヴィオマージュ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 81：13．01� 8．2�
23 モ ン チ 牡3栗 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 464± 01：13．1クビ 13．8�
35 クリノグリゴロス 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 488－ 2 〃 クビ 331．0�
34 ヴィグラスレディー 牝3青鹿54 柴田 善臣小林 博雄氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 454± 01：13．41� 176．3�
47 レイダンジチ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也金山 克己氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 526－121：14．99 246．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，052，800円 複勝： 153，089，000円 枠連： 18，810，300円
馬連： 85，364，800円 馬単： 45，843，400円 ワイド： 71，967，300円
3連複： 127，443，600円 3連単： 173，012，200円 計： 727，583，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 260円 枠 連（1－6） 950円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 420円 �� 560円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 520528 的中 � 262255（1番人気）
複勝票数 計1530890 的中 � 1036180（1番人気）� 62869（4番人気）� 54555（6番人気）
枠連票数 計 188103 的中 （1－6） 15244（4番人気）
馬連票数 計 853648 的中 �� 69920（4番人気）
馬単票数 計 458434 的中 �� 28319（4番人気）
ワイド票数 計 719673 的中 �� 46245（4番人気）�� 32971（5番人気）�� 15872（12番人気）
3連複票数 計1274436 的中 ��� 35479（10番人気）
3連単票数 計1730122 的中 ��� 18104（15番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．5―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 ・（8，10）15（1，2）12（4，7，14）11（3，6）13－（5，9） 4 ・（8，10）（1，2，15）12（4，7，14）（6，11）3，13（5，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードレイライン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．1．30 東京8着

2018．3．6生 牡3鹿 母 キモンオレンジ 母母 コパノプレゼント 5戦1勝 賞金 10，400，000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） 5頭 ガウナエルフリーデ号・キタノドンポートロ号・ショウナンサキガケ号・ノーデザイア号・リトルカプリース号
（非抽選馬） 2頭 キタノエンディング号・クレールフォルム号

22008 8月14日 雨 重 （3新潟4） 第1日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 レイニーデイ 牡3鹿 54 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 534＋ 81：52．6 2．6�
35 シュルードアイズ 牡3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 514＋121：52．7� 4．1�
611 タイセイマーベル 牡3栗 54 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 498＋161：53．01� 21．7�
59 ミラーウォーカーズ 牝3鹿 52 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 490＋ 21：53．32 43．5�
23 � ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 502＋ 41：53．62 12．8�
34 ハイエストエンド �4栗 57 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 482－ 6 〃 ハナ 5．4	
46 リズムオブザナイト 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B474－ 21：53．7クビ 9．2

22 ダノンマヴロス 牡3鹿 54 木幡 巧也�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 8 〃 クビ 67．7�
713� サクラサーブル 牡4黒鹿57 石川裕紀人�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 518＋ 21：53．91� 169．6�
610 ダンスメーカー �6黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 37．8
11 � スマートコマンダー 牡4青鹿57 吉田 豊大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 482＋ 4 〃 ハナ 167．9�
47 スズカブランコ 牡5栗 57

55 ◇藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 456－ 21：54．0クビ 114．3�
58 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± 01：54．21� 57．4�
814 シンクロゲイザー 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 444－ 21：54．3クビ 226．5�
815 ダノンハイファイブ 牡3鹿 54 福永 祐一�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：54．83 9．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，286，600円 複勝： 57，565，100円 枠連： 19，889，000円
馬連： 86，665，600円 馬単： 37，333，500円 ワイド： 71，405，300円
3連複： 121，317，700円 3連単： 141，316，400円 計： 579，779，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 360円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 330円 �� 940円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

単勝票数 計 442866 的中 � 134155（1番人気）
複勝票数 計 575651 的中 � 130747（1番人気）� 98344（2番人気）� 30056（7番人気）
枠連票数 計 198890 的中 （3－7） 38326（1番人気）
馬連票数 計 866656 的中 �� 104426（1番人気）
馬単票数 計 373335 的中 �� 27637（1番人気）
ワイド票数 計 714053 的中 �� 61216（1番人気）�� 18383（11番人気）�� 16666（13番人気）
3連複票数 計1213177 的中 ��� 26315（9番人気）
3連単票数 計1413164 的中 ��� 10350（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．8―51．2―1：03．5―1：15．4―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レイニーデイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．6．14 東京9着

2018．4．10生 牡3鹿 母 マスターチアフル 母母 ホッコービューティ 7戦2勝 賞金 13，460，000円
［他本会外：1戦0勝］



22009 8月14日 雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第9競走 ��1，800�
ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）

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 210，000円 60，000円 30，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

55 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 464－ 61：47．8 17．6�
77 セラフィナイト 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 436－ 41：47．9� 2．6�
66 ショコラブリアン 牝4栗 55 田辺 裕信木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：48．0� 2．8�
89 シ ル ブ ロ ン 牡3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 480＋ 41：48．63� 4．3�
88 グランエクセレント 牡4鹿 57 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 510－ 41：48．81� 17．7�
11 	 アランチャアミーゴ 
4栗 57 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B494－ 61：48．9� 7．6	
22 ロッタチャンセズ 牝4鹿 55 石橋 脩
G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B402＋161：49．32� 30．8�
33 バルンストック 
4黒鹿57 江田 照男 
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± 01：49．62 109．7�
44 ユウチェンジ 
8黒鹿57 菅原 明良
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B506－ 11：49．81� 68．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，049，100円 複勝： 37，869，500円 枠連： 10，116，100円
馬連： 70，025，900円 馬単： 35，468，300円 ワイド： 47，437，700円
3連複： 94，826，500円 3連単： 175，340，300円 計： 512，133，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 240円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 3，040円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 730円 �� 630円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 410491 的中 � 18578（5番人気）
複勝票数 計 378695 的中 � 26039（5番人気）� 74680（2番人気）� 112046（1番人気）
枠連票数 計 101161 的中 （5－7） 2576（10番人気）
馬連票数 計 700259 的中 �� 21700（10番人気）
馬単票数 計 354683 的中 �� 4242（23番人気）
ワイド票数 計 474377 的中 �� 15004（11番人気）�� 17852（8番人気）�� 58213（2番人気）
3連複票数 計 948265 的中 ��� 33467（9番人気）
3連単票数 計1753403 的中 ��� 6148（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．2―48．7―1：01．8―1：14．0―1：25．1―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 5－1（7，6）（4，2）8，9－3 4 5，1，6，7，2（4，8）（9，3）

勝馬の
紹 介

ニシノオイカゼ �
�
父 ヒルノダムール �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．2．7 東京1着

2018．3．9生 牡3黒鹿 母 ニシノミナミカゼ 母母 シトラスブリーズ 6戦2勝 賞金 17，910，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

22010 8月14日 雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第10競走 ��1，400�
し ば た じ ょ う

新 発 田 城 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
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 テンハッピーローズ 牝3栗 52 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 438＋ 21：21．1 2．5�
11 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 474－ 61：21．42 7．0�
611 サ ル ビ ア 牝3栗 52 戸崎 圭太岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 470＋161：21．61� 4．3�
713 エクレアスピード �5鹿 57 江田 照男李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 460－ 8 〃 ハナ 93．9�
612 スズカフェラリー 牝6鹿 55 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456＋ 21：21．7� 26．7�
48 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B486± 01：21．8クビ 21．8	
714 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 石橋 脩大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 464＋ 6 〃 クビ 76．6

815 ブルーシンフォニー 牡3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：21．9� 7．9�
59 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 菅原 明良中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 41：22．0アタマ 43．0�
816 リ ヴ ェ ー ル 牝4芦 55 柴田 善臣栗山 良子氏 	島 一歩 安平 追分ファーム 446＋101：22．1� 32．0
36 ヤマニンプティパ 牝4鹿 55 柴田 大知土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 444－ 4 〃 クビ 51．3�
35 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 M．デムーロ藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 460＋ 61：22．2アタマ 14．6�
24 ネバーゴーンアウト �4青鹿57 杉原 誠人岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 478－ 21：22．3� 228．1�
23 ロングトレーン 牝3鹿 52 丸山 元気前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－101：22．51
 19．6�
510 サトノファビュラス 牝4鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 436＋121：23．03 58．7�
12 グロリユーノワール 牝3鹿 52 原 優介 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 41：23．1
 62．6�
817 フェルミスフィア 牝4栗 55 武藤 雅 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：23．41� 50．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 76，441，700円 複勝： 106，323，700円 枠連： 34，467，600円
馬連： 167，266，600円 馬単： 60，240，900円 ワイド： 135，431，400円
3連複： 260，756，100円 3連単： 265，332，800円 計： 1，106，260，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 160円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 764417 的中 � 243097（1番人気）
複勝票数 計1063237 的中 � 256767（1番人気）� 133680（3番人気）� 156914（2番人気）
枠連票数 計 344676 的中 （1－4） 33021（3番人気）
馬連票数 計1672666 的中 �� 128448（2番人気）
馬単票数 計 602409 的中 �� 29918（3番人気）
ワイド票数 計1354314 的中 �� 80314（2番人気）�� 116670（1番人気）�� 52561（5番人気）
3連複票数 計2607561 的中 ��� 119270（1番人気）
3連単票数 計2653328 的中 ��� 32457（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．0―11．7―12．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―33．7―45．4―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンハッピーローズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．8．15 小倉1着

2018．2．26生 牝3栗 母 フェータルローズ 母母 プリムローズイヴ 8戦3勝 賞金 49，741，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



22011 8月14日 雨 稍重 （3新潟4） 第1日 第11競走 ��1，000�
いなずま

稲妻ステークス
発走15時45分 （芝・直線）
3歳以上，3勝クラス，2．8．15以降3．8．8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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 ジュニパーベリー 牝4鹿 53 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B476＋ 2 54．8 4．7�
815 ビ ア イ 牝4青鹿52 原田 和真副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B512＋16 55．43� 3．8�
612 サクセスハーモニー 牝4栗 51 小林 脩斗�タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 448－ 8 55．61 4．0�
714 グッドマックス 牝4芦 52 戸崎 圭太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 6 55．7� 12．0�
48 ムスコローソ 牡6栗 54 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 クビ 31．7	
510 キ ー ダ イ ヤ 牝4鹿 52 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 434－ 6 55．8� 9．3

35 � ライバーバード 牡7芦 55 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512－ 6 55．9� 32．3�
611 アルミューテン 牝7栗 53 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 504± 0 56．0� 16．9�
23 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 50 原 優介小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B480－ 6 56．21� 103．7
713 ブルスクーロ 牡5鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B530＋18 〃 ハナ 14．5�
24 � ワンモアバイト 牝6鹿 51 永野 猛蔵�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B448－ 8 56．41	 67．1�
12 ポートナイトサイト 牝6栗 53 菅原 明良ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B474＋ 4 56．5� 21．5�
11 セ ル レ ア 牝4鹿 50 江田 照男�パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B452－ 2 56．92� 53．6�
47 ウインアイルビータ 牝5栗 51 武藤 雅�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 486－ 2 57．11� 30．0�
36 オルダージュ 牡5黒鹿55 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B480－ 8 57．73� 54．6�
59 プロヴィデンス 牡4栗 54 木幡 巧也藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 480－ 8 58．01� 66．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，632，300円 複勝： 131，361，100円 枠連： 86，665，700円
馬連： 313，878，800円 馬単： 110，097，000円 ワイド： 215，022，700円
3連複： 555，443，100円 3連単： 592，089，100円 計： 2，117，189，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（8－8） 1，010円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 430円 �� 420円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計1126323 的中 � 187899（3番人気）
複勝票数 計1313611 的中 � 203200（3番人気）� 221485（2番人気）� 235417（1番人気）
枠連票数 計 866657 的中 （8－8） 65889（4番人気）
馬連票数 計3138788 的中 �� 236107（1番人気）
馬単票数 計1100970 的中 �� 40720（2番人気）
ワイド票数 計2150227 的中 �� 126920（2番人気）�� 132226（1番人気）�� 126452（3番人気）
3連複票数 計5554431 的中 ��� 237321（1番人気）
3連単票数 計5920891 的中 ��� 60843（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．6―10．9―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―32．9―43．8

上り4F42．9－3F32．5
勝馬の
紹 介

ジュニパーベリー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．8．4 新潟8着

2017．2．8生 牝4鹿 母 エ キ ナ シ ア 母母 ニシノマリア 20戦4勝 賞金 69，348，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロヴィデンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月14日まで平地競

走に出走できない。

22012 8月14日 雨 重 （3新潟4） 第1日 第12競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

44 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 452－ 81：51．8 3．5�
710 フローズンカクテル 牝3栗 52 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 450＋ 81：52．01 9．7�
56 ナーシサステソーロ 牝4芦 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 448－ 61：52．1� 6．0�
45 ピクシーカット 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466± 01：52．41� 17．4�
812� ツウカイヴィータ 牝4栗 55 武藤 雅木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B462＋ 41：52．5� 35．1�
68 クロフネミッション 牝3芦 52 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 530＋ 61：52．6� 3．3	
11 � テンナイトパール 牝5鹿 55 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 494＋141：52．7クビ 78．8

711 マダムシュシュ 牝3鹿 52 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 474－ 2 〃 クビ 7．3�
57 ラブエスポー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 41：52．9� 78．8�
22 ラ マ ト リ ス 牝4芦 55

52 ▲永野 猛蔵吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540－ 6 〃 ハナ 21．8

69 ペリトモレノ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 478＋ 21：53．11� 152．3�
813 ルミナスナイト 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 502± 01：53．84 10．0�

（12頭）
33 トロンアゲイン 牝3栗 52 柴田 善臣�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 440－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 71，080，200円 複勝： 89，712，600円 枠連： 24，852，700円
馬連： 129，517，200円 馬単： 50，054，800円 ワイド： 109，743，900円
3連複： 160，061，800円 3連単： 190，732，400円 計： 825，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 250円 � 180円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 700円 �� 390円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 18，010円

票 数

単勝票数 差引計 710802（返還計121353） 的中 � 161110（2番人気）
複勝票数 差引計 897126（返還計127017） 的中 � 205579（1番人気）� 73813（6番人気）� 127073（3番人気）
枠連票数 差引計 248527（返還計102861） 的中 （4－7） 22504（4番人気）
馬連票数 差引計1295172（返還計542859） 的中 �� 44538（10番人気）
馬単票数 差引計 500548（返還計200411） 的中 �� 9464（16番人気）
ワイド票数 差引計1097439（返還計389257） 的中 �� 38982（10番人気）�� 76546（3番人気）�� 33820（11番人気）
3連複票数 差引計1600618（返還計1157957） 的中 ��� 36284（10番人気）
3連単票数 差引計1907324（返還計1442268） 的中 ��� 7676（57番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―13．2―12．2―12．1―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．4―49．6―1：01．8―1：13．9―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3

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

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

シ ャ ー レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．11．2 東京4着

2017．5．6生 牝4鹿 母 マリブウィン 母母 Sea Jamie Win 13戦2勝 賞金 26，860，000円
〔競走除外〕 トロンアゲイン号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ピクシーカット号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



（3新潟4）第1日 8月14日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 173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
1，710，000円
26，080，000円
1，350，000円
20，740，000円
74，897，500円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
659，038，500円
982，959，000円
285，144，000円
1，234，432，100円
525，188，300円
1，020，803，800円
1，912，968，400円
2，248，214，300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 8，868，748，400円

総入場人員 2，805名 （有料入場人員 1，655名）
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