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22013 8月15日 曇 稍重 （3新潟4） 第2日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

44 ニューツーリズム �5青鹿60 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 500＋123：05．5 6．9�
710 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿60 西谷 誠窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 466＋ 2 〃 アタマ 2．1�
711� セイウンクロクモ 牡4青鹿60 伴 啓太西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 482－ 63：07．3大差 15．2�
813 クリエイトザライフ �5栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 480－ 43：07．61� 19．2�
22 アームストロング 牡3黒鹿58 熊沢 重文塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 494± 03：07．7� 33．8�
812� オノーレペスカ 牝5青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 436＋ 83：07．8	 13．3�
33 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥	クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464± 03：07．9	 16．8

69 ショウナンマッシブ 牡7鹿 60 上野 翔国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478± 03：08．0� 7．8�
68 リバーシブルレーン 牡5青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 434－ 43：08．2� 5．5�
11 � セイカタチバナ 牡4栗 60 蓑島 靖典久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 502＋ 8 〃 クビ 152．5
56 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 60 金子 光希 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 502－ 43：08．4� 145．5�
57 コンドゥクシオン 牡4栗 60 草野 太郎吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 514± 03：15．5大差 39．6�
45 � ヘブンリーキス 牡4栗 60 五十嵐雄祐田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 サンローゼン 476＋ 5 （競走中止） 73．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，620，200円 複勝： 27，285，700円 枠連： 12，152，900円
馬連： 44，888，200円 馬単： 21，688，800円 ワイド： 35，379，700円
3連複： 78，073，100円 3連単： 88，080，700円 計： 333，169，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 120円 � 310円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，380円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 28，350円

票 数

単勝票数 計 256202 的中 � 29704（3番人気）
複勝票数 計 272857 的中 � 35033（3番人気）� 77271（1番人気）� 16494（7番人気）
枠連票数 計 121529 的中 （4－7） 10996（3番人気）
馬連票数 計 448882 的中 �� 31400（3番人気）
馬単票数 計 216888 的中 �� 5416（9番人気）
ワイド票数 計 353797 的中 �� 19917（4番人気）�� 6204（18番人気）�� 12526（7番人気）
3連複票数 計 780731 的中 ��� 12266（19番人気）
3連単票数 計 880807 的中 ��� 2252（90番人気）
上り 1マイル 1：43．1 4F 50．1－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューツーリズム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．29 新潟11着

2016．5．3生 �5青鹿 母 インディストラーダ 母母 インディパレード 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ヘブンリーキス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため7号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ヘブンリーキス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月15日まで出走できない。

22014 8月15日 曇 不良 （3新潟4） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 サ フ ァ ル 牡3黒鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム B550－ 81：52．3 5．9�
712 カンリンポチェ 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B510＋ 4 〃 クビ 1．8�
34 ズールウォリアー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：53．04 3．5�
711 テイエムアトム 牡3栃栗56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B526＋12 〃 クビ 26．7�
58 デュークアックス 牡3黒鹿56 菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 19．9�
11 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454＋ 61：53．85 40．1	
45 イカロスカフェ 牡3黒鹿56 津村 明秀西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 482－ 41：54．11� 19．6

813 カシオペアテソーロ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 490＋ 61：54．31� 203．6�

22 アイファージャガー 牡3黒鹿56 柴田 大知中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社
アースファーム 470－121：54．4� 237．8

814 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 武士沢友治�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 478－ 21：54．82� 170．5�
46 ジャスティンターボ 牡3栗 56 木幡 巧也三木 正浩氏 田中 博康 浦河 辻 牧場 B550＋ 21：55．0� 165．8�
69 マサノオリオン 牡3黒鹿56 石橋 脩中村 時子氏 手塚 貴久 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470－ 2 〃 ハナ 13．1�
57 ミヤビプレシャス 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 492± 01：55．21� 91．6�
33 デルマアイゼン 牡3鹿 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 522 ―1：57．9大差 349．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，362，700円 複勝： 67，695，400円 枠連： 11，639，700円
馬連： 66，813，000円 馬単： 36，679，800円 ワイド： 55，950，500円
3連複： 102，448，700円 3連単： 138，950，100円 計： 521，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 200円 �� 340円 �� 180円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 413627 的中 � 55492（3番人気）
複勝票数 計 676954 的中 � 75163（3番人気）� 333552（1番人気）� 100486（2番人気）
枠連票数 計 116397 的中 （6－7） 28699（1番人気）
馬連票数 計 668130 的中 �� 111077（2番人気）
馬単票数 計 366798 的中 �� 23918（4番人気）
ワイド票数 計 559505 的中 �� 75773（2番人気）�� 34765（3番人気）�� 89348（1番人気）
3連複票数 計1024487 的中 ��� 140334（1番人気）
3連単票数 計1389501 的中 ��� 26717（4番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ フ ァ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．4．25 東京13着

2018．2．23生 牡3黒鹿 母 アヴェンチュラ 母母 アドマイヤサンデー 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマアイゼン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15日まで平地競

走に出走できない。

第４回 新潟競馬 第２日



22015 8月15日 曇 稍重 （3新潟4） 第2日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左・外）

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
1：33．3
1：32．3

良
良

712 リアグラシア 牝2黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 480－ 41：35．3 1．8�
11 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 468＋ 21：35．4クビ 3．2�
814 ニシノラブウインク 牝2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 462± 01：35．61� 8．1�
813 モリノドリーム 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 458－141：36．13 32．1�
610 ポルテーニャ 牝2栗 54 石橋 脩�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋ 41：36．2� 31．9	
45 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 B460＋ 41：36．3クビ 137．5

34 ア カ ザ 牝2鹿 54 杉原 誠人鈴木 康弘氏 古賀 史生 むかわ 上水牧場 442＋ 81：36．51� 82．5�
33 ベガスバケーション 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 424＋ 21：36．6� 22．5�
22 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 488＋ 21：36．7� 388．5
46 サバイバルアート 牝2鹿 54 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 408± 01：36．9� 27．0�
57 ミ ラ ビ リ ス 牝2芦 54 石川裕紀人石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 442＋ 41：37．43 308．2�
58 ランコントル 牝2鹿 54 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 448－ 21：37．61� 18．1�
711 サンマルソムニア 牝2鹿 54 木幡 巧也相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 448－ 21：38．02� 386．9�
69 ヨツバノクローバー 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗八巻 弘一氏 中野 栄治 浦河 中島牧場 422－101：40．6大差 346．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，263，300円 複勝： 65，873，700円 枠連： 12，424，000円
馬連： 64，030，800円 馬単： 35，624，300円 ワイド： 54，473，400円
3連複： 99，934，100円 3連単： 133，177，200円 計： 517，800，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，330円

票 数

単勝票数 計 522633 的中 � 235828（1番人気）
複勝票数 計 658737 的中 � 294109（1番人気）� 115254（2番人気）� 69305（3番人気）
枠連票数 計 124240 的中 （1－7） 33501（1番人気）
馬連票数 計 640308 的中 �� 165353（1番人気）
馬単票数 計 356243 的中 �� 55472（1番人気）
ワイド票数 計 544734 的中 �� 97366（1番人気）�� 60918（2番人気）�� 39392（3番人気）
3連複票数 計 999341 的中 ��� 160472（1番人気）
3連単票数 計1331772 的中 ��� 72388（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．9―48．4―1：00．8―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4F46．9―3F34．5
3 5，6（1，8，11）（3，9）（2，4，14）12，10（13，7） 4 5（1，6，11）（3，8）（2，14）9（4，12）10（13，7）

勝馬の
紹 介

リアグラシア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rockport Harbor デビュー 2021．6．6 東京3着

2019．2．6生 牝2黒鹿 母 リアアントニア 母母 Beer Baroness 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 ショウナンアメリア号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨツバノクローバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15日まで平地

競走に出走できない。

22016 8月15日 曇 稍重 （3新潟4） 第2日 第4競走 1，000�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

23 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 444± 0 55．3 17．1�
816 リネンデザイン 牝3栗 54 丸田 恭介戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 B478＋ 2 56．04 2．2�
713 ニューフィー 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 432＋10 56．21� 53．2�
817 ショウユアセルフ 牝3黒鹿54 秋山真一郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 B478－16 56．3クビ 19．6�
59 セイウンスノー 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 B468± 0 〃 ハナ 11．6�
715 マーゴットスタート 牝3栗 54 岩田 望来前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B442＋10 〃 � 31．3	
818 ヤマニンオドラント 牝3栗 54 野中悠太郎土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 498＋ 6 56．51 37．3

24 ショウナンアドール 牝3鹿 54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム B460＋ 2 56．6� 25．9�
12 ウエスタンアミーゴ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 398－ 6 56．71 28．9�
510 ギョベクリテペ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 浦河 栄進牧場 410＋ 8 〃 クビ 21．7
47 サウンドクラウン 牡3黒鹿56 菅原 明良増田 雄一氏 和田正一郎 日高 新井 昭二 460－ 6 57．12 41．1�
48 スノークリスマス 牝3芦 54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 本桐牧場 422＋ 2 〃 � 318．0�
36 ハリウッドルビー 牝3栗 54 木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 452－ 4 57．31� 34．7�
35 ベイビーシャーク 牡3芦 56 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466＋ 3 57．61� 90．2�
611 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 410＋ 2 57．7クビ 6．4�
612 ル テ ィ レ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也�G1レーシング 田中 博康 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B506＋ 6 57．8� 82．0�

714 アインジェニー 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B464－ 6 57．9� 5．5�

11 スズアンジー 牝3鹿 54 石川裕紀人森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 440－10 58．0� 149．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，045，200円 複勝： 54，574，900円 枠連： 22，670，800円
馬連： 87，606，800円 馬単： 39，212，500円 ワイド： 76，405，200円
3連複： 166，731，500円 3連単： 174，841，100円 計： 666，088，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 390円 � 140円 � 860円 枠 連（2－8） 1，260円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 970円 �� 14，210円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 33，910円 3 連 単 ��� 203，140円

票 数

単勝票数 計 440452 的中 � 20501（5番人気）
複勝票数 計 545749 的中 � 29644（5番人気）� 148523（1番人気）� 12026（14番人気）
枠連票数 計 226708 的中 （2－8） 13902（5番人気）
馬連票数 計 876068 的中 �� 28528（6番人気）
馬単票数 計 392125 的中 �� 4413（19番人気）
ワイド票数 計 764052 的中 �� 20933（6番人気）�� 1336（97番人気）�� 10513（20番人気）
3連複票数 計1667315 的中 ��� 3687（100番人気）
3連単票数 計1748411 的中 ��� 624（536番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．8―43．5

上り4F43．4－3F33．1
勝馬の
紹 介

ハクサンタマテバコ �
�
父 ハクサンムーン �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2021．2．27 中山11着

2018．2．26生 牝3栗 母 ダイアンスマイル 母母 セイカシリアス 6戦1勝 賞金 8，210，000円
〔制裁〕 セイウンスノー号の騎手小林脩斗は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アイコトバ号・イトザクラ号・セイウンピーチ号



22017 8月15日 晴 稍重 （3新潟4） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

33 ユキノオウジサマ 牡2芦 54 三浦 皇成藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 504 ―1：49．6 108．6�
58 ダンテスヴュー 牡2鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460 ―1：49．71 1．4�
814 ミナモトフェイス 牝2黒鹿54 岩田 望来 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 460 ―1：49．8� 7．9�
22 オーケードリーム 牝2栗 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 新ひだか 山際セントラルスタッド 462 ― 〃 アタマ 22．3�
57 エルゲルージ 牡2鹿 54 池添 謙一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 492 ―1：50．22 15．0�
11 パワーブローキング 牡2鹿 54 丸山 元気ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：50．73 40．6	
711 ヒラボクレガシー 牡2鹿 54 藤岡 佑介�平田牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 466 ―1：51．55 68．7

69 コスモサルム 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 464 ―1：51．6� 48．0�
610 アドマイヤザルミナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458 ―1：51．92 6．5
45 セイウンパキラ 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 506 ―1：52．0� 59．7�
712 ア ド ー ニ ス 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 432 ―1：52．1� 155．3�
813 ベルヴュードライヴ 牡2黒鹿54 木幡 巧也谷口 悦一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 416 ―1：52．2� 86．8�
34 ゼウスバイオ 牡2栗 54 秋山真一郎バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 498 ―1：52．51� 72．1�
46 ブエノスアン 牡2栗 54 石橋 脩 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 466 ―1：54．110 113．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，137，100円 複勝： 164，319，600円 枠連： 13，531，400円
馬連： 59，529，600円 馬単： 43，022，700円 ワイド： 51，247，800円
3連複： 96，794，400円 3連単： 155，705，100円 計： 642，287，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，860円 複 勝 � 1，250円 � 110円 � 180円 枠 連（3－5） 1，700円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 20，930円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 5，990円 �� 280円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 237，150円

票 数

単勝票数 計 581371 的中 � 4545（12番人気）
複勝票数 計1643196 的中 � 5925（13番人気）� 1307289（1番人気）� 68025（3番人気）
枠連票数 計 135314 的中 （3－5） 6144（8番人気）
馬連票数 計 595296 的中 �� 8729（15番人気）
馬単票数 計 430227 的中 �� 1541（35番人気）
ワイド票数 計 512478 的中 �� 5826（18番人気）�� 1954（45番人気）�� 56788（2番人気）
3連複票数 計 967944 的中 ��� 6013（34番人気）
3連単票数 計1557051 的中 ��� 476（384番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．5―13．0―13．0―12．5―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．0―50．0―1：03．0―1：15．5―1：26．8―1：37．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノオウジサマ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．3．5生 牡2芦 母 ユ キ ハ ナ 母母 セイランクイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22018 8月15日 晴 重 （3新潟4） 第2日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走13時05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
1：09．1
1：08．5

重
重

46 エーアイダンサー 牝3鹿 54 M．デムーロ岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：10．9 4．9�
815 ティプシーワールド 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 438± 01：11．32 9．0�
610 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 江田 照男�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 468＋ 2 〃 ハナ 3．2�
22 ルージュセリーズ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B486± 01：11．4� 4．2�
59 アイリーライフ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 B452＋ 41：11．72 33．4	
611 スマイルハライト 牝3栗 54 津村 明秀松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 424－ 21：11．8クビ 86．1

814 カフェリリー 牝3芦 54 田辺 裕信西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 488－ 21：11．91� 13．5�
11 フォルトゥナータ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋161：12．0クビ 43．0�
23 ソレンニータ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム B426－ 4 〃 クビ 27．3
47 ブラックピンク 牝3鹿 54 杉原 誠人山本 剛史氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 434 ―1：12．1クビ 36．8�
712 アイアムヤルワヨ 牝3栗 54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B484－10 〃 ハナ 32．1�
34 リファインドマナー 牝3鹿 54 菅原 明良髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 456＋ 21：12．41� 7．5�
713 リテラチュア 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 404－ 61：12．82� 77．2�
58 アナタノトリコ 牝3栗 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小西 一男 日高 鹿戸 和幸 432＋ 41：13．86 289．7�
35 スタージュエル 牝3鹿 54 野中悠太郎 �キャロットファーム 中舘 英二 平取 坂東牧場 484 ―1：22．7大差 117．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，243，000円 複勝： 61，799，800円 枠連： 15，839，800円
馬連： 78，149，200円 馬単： 31，085，500円 ワイド： 62，636，900円
3連複： 111，281，600円 3連単： 113，635，500円 計： 517，671，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 200円 � 150円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 770円 �� 450円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 14，330円

票 数

単勝票数 計 432430 的中 � 70453（3番人気）
複勝票数 計 617998 的中 � 97022（3番人気）� 73339（4番人気）� 117015（1番人気）
枠連票数 計 158398 的中 （4－8） 10730（6番人気）
馬連票数 計 781492 的中 �� 26158（9番人気）
馬単票数 計 310855 的中 �� 5920（13番人気）
ワイド票数 計 626369 的中 �� 19934（10番人気）�� 36622（3番人気）�� 32346（4番人気）
3連複票数 計1112816 的中 ��� 30071（6番人気）
3連単票数 計1136355 的中 ��� 5746（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．5―11．7―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 6（2，10，11）（9，14）3，12（1，15）7，13＝4－8＝5 4 6（2，10，11）（9，14）3，12（1，15）－7－13－4－8＝5

勝馬の
紹 介

エーアイダンサー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2021．1．16 中山3着

2018．3．25生 牝3鹿 母 フェイドレス 母母 ステンレスダンサー 6戦1勝 賞金 8，670，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタージュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 リュヌダムール号・レーヴドモンド号



22019 8月15日 晴 稍重 （3新潟4） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13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

612 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 452－ 61：47．8 2．9�
816 マイネルパリオート 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456＋121：48．11� 7．9�
817 スマイルフェアリー 牝3青 54 杉原 誠人飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 456＋201：48．41� 32．4�
24 ベルピエース 牡3青鹿56 岩田 望来子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 508＋24 〃 ハナ 9．5�
818 マイネルダンク 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 436± 0 〃 クビ 9．7�

715 グランドレグルス 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 466＋ 41：48．5� 48．7	
510 ローブデソワレ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 410＋ 81：48．71� 23．0

23 ホットポッド 牡3青 56

53 ▲永野 猛蔵小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 422－ 21：48．8� 7．7�
47 プラズマウェーク 牡3鹿 56 嶋田 純次 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム B500 ―1：49．01 69．8
713 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 450－ 6 〃 ハナ 109．4�
36 レ ヴ ォ リ オ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：49．1� 6．7�
12 ゴ ラ ン デ ィ �3鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 442± 01：49．31� 75．4�
48 ダイスギミッチー 牡3鹿 56 木幡 初也茂木 道和氏 武市 康男 浦河 大道牧場 442＋121：49．51� 234．6�
11 ペルスネージュ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：49．6クビ 22．8�
611 スプリングムーン 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：49．92 35．7�
714 ブ ラ イ リ ー 牡3栗 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 荒木 貴宏 518＋101：50．0クビ 26．5�
35 ケイアイイモーテル 牡3黒鹿56 菅原 明良 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 高昭牧場 456－ 21：50．53 23．8�
59 サンマルシップ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 490＋221：53．7大差 93．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，375，100円 複勝： 64，353，000円 枠連： 24，394，800円
馬連： 77，801，400円 馬単： 30，359，300円 ワイド： 70，543，300円
3連複： 132，177，700円 3連単： 129，400，100円 計： 572，404，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 240円 � 630円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，960円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 37，550円

票 数

単勝票数 計 433751 的中 � 119073（1番人気）
複勝票数 計 643530 的中 � 152722（1番人気）� 65112（4番人気）� 19392（12番人気）
枠連票数 計 243948 的中 （6－8） 33910（1番人気）
馬連票数 計 778014 的中 �� 47094（2番人気）
馬単票数 計 303593 的中 �� 11036（3番人気）
ワイド票数 計 705433 的中 �� 39127（1番人気）�� 8906（22番人気）�� 7060（25番人気）
3連複票数 計1321777 的中 ��� 9340（31番人気）
3連単票数 計1294001 的中 ��� 2498（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．2―48．3―1：01．0―1：13．4―1：24．8―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンターキッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Sinndar デビュー 2021．1．9 中京7着

2018．4．14生 牡3鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 8戦1勝 賞金 10，190，000円
〔制裁〕 ダノンターキッシュ号の騎手石橋脩は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：16番・17番・

4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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〕 ゴランディ号・サンマルシップ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月15日まで平地競

走に出走できない。

22020 8月15日 晴 重 （3新潟4） 第2日 第8競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

23 トリプルシックス 牝4黒鹿55 柴田 善臣西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 478＋ 41：10．8 31．3�
815 メ シ ア ン 牝4栗 55

52 ▲永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 452－ 41：11．32� 7．9�

712 ビップエレナ 牝3芦 52
49 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 470＋ 41：11．41� 23．4�

47 チャイブテソーロ 牝3栗 52 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 480＋ 81：11．5� 2．0�

34 � シ ュ ロ ス 牡5栗 57
54 ▲原 優介嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 512－ 21：11．6� 182．0�

22 ライヴクラッカー 牡3黒鹿54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B492－ 41：11．81 10．2	
11 � マリノリヴィエール 牝5黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 468＋ 21：12．01� 130．5

611 ルヴァンヴェール 	4鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B480－201：12．1� 69．2�
610 ファントムルージュ 牝3鹿 52 戸崎 圭太�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 458＋121：12．2� 20．4�
58 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 488± 0 〃 クビ 15．2
46 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55 柴田 大知田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436± 01：12．41� 62．2�
35 クィーンアドバンス 牝4青 55 野中悠太郎柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 480＋101：12．5クビ 122．2�
814 ラブアドベンチャー 牝4鹿 55 菅原 明良�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋161：13．13� 29．8�
713 ケヴィンズクロス 牡3芦 54

52 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 494－ 6 〃 クビ 6．1�
59 マイグレーション 牡3黒鹿54 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：14．9大差 9．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，719，700円 複勝： 69，063，200円 枠連： 20，473，400円
馬連： 92，559，100円 馬単： 45，615，100円 ワイド： 77，082，500円
3連複： 135，149，900円 3連単： 176，558，700円 計： 667，221，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 820円 � 250円 � 580円 枠 連（2－8） 2，070円

馬 連 �� 10，330円 馬 単 �� 23，410円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 5，570円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 42，280円 3 連 単 ��� 290，260円

票 数

単勝票数 計 507197 的中 � 12935（10番人気）
複勝票数 計 690632 的中 � 20000（10番人気）� 85348（2番人気）� 29192（8番人気）
枠連票数 計 204734 的中 （2－8） 7664（11番人気）
馬連票数 計 925591 的中 �� 6944（32番人気）
馬単票数 計 456151 的中 �� 1461（66番人気）
ワイド票数 計 770825 的中 �� 7347（31番人気）�� 3520（51番人気）�� 10224（22番人気）
3連複票数 計1351499 的中 ��� 2397（112番人気）
3連単票数 計1765587 的中 ��� 441（661番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―12．0―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリプルシックス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．20 新潟9着

2017．4．7生 牝4黒鹿 母 ナイキトリック 母母 ナイキフェイバー 19戦2勝 賞金 23，860，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイグレーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シーオブドリームス号・タピテール号・リアンフィーユ号



22021 8月15日 晴 重 （3新潟4） 第2日 第9競走 ��1，800�
う ら さ

浦 佐 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

713 ノーブルシルエット 牝3黒鹿52 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 478＋ 81：50．1 2．6�
59 アリエノール 牝3鹿 52 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 420－101：50．2� 2．2�
47 ストロングライン 牡5芦 57 三浦 皇成�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 502＋ 41：50．73� 15．5�
814 ベルジュネス �5鹿 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B464＋ 41：51．01� 23．6�
22 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 戸崎 圭太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 81：51．53� 14．9�
46 フィストバンプ 牡5青鹿57 木幡 巧也小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492＋ 41：51．6クビ 13．1	
610 スパイスマジック �6芦 57 野中悠太郎 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B462－161：51．92 94．3

815 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B496± 01：52．0� 41．3�
611	 マイネルイヴィンス �5栗 57 永野 猛蔵永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B504－ 21：52．53 68．6
58 タガノキングロード 牡4黒鹿57 岩田 望来八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋141：53．24 10．3�
11 マックスアン 牡5栗 57 嘉藤 貴行 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：53．51� 213．0�
35 ラヴィンフォール 牝4青鹿55 江田 照男大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：54．24 104．8�
34 	 ヒイロメープル 牡4栗 57 内田 博幸江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 498＋ 41：54．62 196．8�
712 ストロングレヴィル 牡7黒鹿57 石橋 脩村木 克子氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 クビ 49．9�
23 ノーザンクリス 牡6芦 57 大江原 圭加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 530－ 21：56．6大差 239．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，552，100円 複勝： 74，981，700円 枠連： 29，354，600円
馬連： 126，947，600円 馬単： 56，921，100円 ワイド： 92，490，600円
3連複： 197，465，400円 3連単： 255，091，400円 計： 893，804，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 300円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 605521 的中 � 181868（2番人気）
複勝票数 計 749817 的中 � 171488（2番人気）� 190810（1番人気）� 40385（7番人気）
枠連票数 計 293546 的中 （5－7） 88109（1番人気）
馬連票数 計1269476 的中 �� 355138（1番人気）
馬単票数 計 569211 的中 �� 71068（2番人気）
ワイド票数 計 924906 的中 �� 163396（1番人気）�� 49171（3番人気）�� 30981（8番人気）
3連複票数 計1974654 的中 ��� 128129（3番人気）
3連単票数 計2550914 的中 ��� 46621（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―12．6―12．3―11．9―12．1―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．4―49．0―1：01．3―1：13．2―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルシルエット �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．2．13 東京6着

2018．4．30生 牝3黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 6戦3勝 賞金 32，778，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーザンクリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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） 1頭 ペルセウスシチー号
（非抽選馬） 4頭 クリーンスレイト号・ディールクルム号・ホウオウエーデル号・モリノカワセミ号

22022 8月15日 晴 良 （3新潟4） 第2日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 259，000円 74，000円 37，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

812 エイシンチラー 牝3鹿 52 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470± 01：48．0 1．8�
67 マリノソフィア 牝4黒鹿55 柴田 善臣矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 458＋ 2 〃 クビ 7．7�
68 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 岩田 望来 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：48．1クビ 6．1�
811 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋12 〃 クビ 53．3�
22 ラキャラントシス 牝4栗 55 横山 典弘�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 480＋ 21：48．2� 44．0	
79 ウインメルシー 牝5鹿 55 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 490－ 41：48．3クビ 16．5

710 フ ラ ル 牝5鹿 55 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 81：48．4� 10．5�
56 ハギノカエラ 牝8栗 55 武藤 雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 434＋ 4 〃 ハナ 30．4�
11 エフティイーリス 牝5黒鹿55 菅原 明良吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：48．5� 24．6
44 マリノジュリア 牝5黒鹿55 内田 博幸�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 452－ 21：48．6� 18．8�
33 グルファクシー 牝5栗 55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 ハナ 11．4�
55 ドナキアーロ 牝4鹿 55 吉田 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．7クビ 58．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，936，300円 複勝： 73，421，900円 枠連： 29，056，200円
馬連： 129，346，200円 馬単： 53，290，500円 ワイド： 90，993，100円
3連複： 188，159，900円 3連単： 238，556，300円 計： 859，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 569363 的中 � 241633（1番人気）
複勝票数 計 734219 的中 � 218065（1番人気）� 90664（3番人気）� 112676（2番人気）
枠連票数 計 290562 的中 （6－8） 66487（1番人気）
馬連票数 計1293462 的中 �� 126607（2番人気）
馬単票数 計 532905 的中 �� 39895（2番人気）
ワイド票数 計 909931 的中 �� 71101（2番人気）�� 92744（1番人気）�� 45044（4番人気）
3連複票数 計1881599 的中 ��� 123486（1番人気）
3連単票数 計2385563 的中 ��� 47546（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―37．1―49．5―1：01．9―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4F46．1―3F34．0
3 11，8（2，9）7（1，10）3，4（5，12）6 4 11，8（2，9）7（1，10）（5，3）（4，12）6

勝馬の
紹 介

エイシンチラー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．4生 牝3鹿 母 エーシンサーフィン 母母 エイシンサンサン 6戦3勝 賞金 36，634，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。

２レース目



22023 8月15日 晴 良 （3新潟4） 第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第56回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

36 	 ロータスランド 牝4鹿 54 田辺 裕信合同会社小林英一
ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 462－ 81：32．7 9．7�
713 カ ラ テ 牡5黒鹿56 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 520－ 61：32．91
 18．0�
611 ソングライン 牝3青鹿51 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 1．8�
817 マイスタイル 牡7鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 470＋ 4 〃 アタマ 57．2�
11 グランデマーレ 牡4芦 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 21：33．0� 18．2�
714 ク リ ス テ ィ 牝4芦 54 M．デムーロ薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 488± 01：33．1クビ 10．6	
23 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿54 福永 祐一 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：33．2� 8．2�
48 アンドラステ 牝5黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 4 〃 クビ 9．5�
818 パクスアメリカーナ 牡6芦 56 内田 博幸
山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 484＋221：33．41 30．4
35 アトミックフォース 牡5鹿 56 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 ハナ 59．8�
612 サトノアーサー 牡7青鹿57 戸崎 圭太 
サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋10 〃 アタマ 25．3�
510 ブランノワール 牝5鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 70．7�
59  ソッサスブレイ �7栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 448± 01：33．5クビ 158．9�
47 ハッピーアワー 牡5鹿 56 丸田 恭介髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 6 〃 ハナ 268．6�
24 ラ セ ッ ト 牡6鹿 56 秋山真一郎桂土地
 庄野 靖志 浦河 三好牧場 490－ 41：33．6� 68．0�
12 ベストアクター �7芦 56 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 61：33．92 98．4�
715 ミラアイトーン 牡7青鹿56 津村 明秀島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 554± 01：34．0クビ 73．9�

（17頭）
816 プールヴィル 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 322，156，400円 複勝： 360，835，900円 枠連： 157，141，800円 馬連： 818，546，200円 馬単： 330，003，200円
ワイド： 596，739，800円 3連複： 1，572，915，400円 3連単： 2，074，878，000円 5重勝： 764，948，100円 計： 6，998，164，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 380円 � 120円 枠 連（3－7） 1，910円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 11，940円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 500円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 46，820円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 973，570円

票 数

単勝票数 計3221564 的中 � 263819（4番人気）
複勝票数 計3608359 的中 � 267690（4番人気）� 165522（7番人気）� 1261964（1番人気）
枠連票数 計1571418 的中 （3－7） 63547（8番人気）
馬連票数 計8185462 的中 �� 94418（22番人気）
馬単票数 計3300032 的中 �� 20722（36番人気）
ワイド票数 計5967398 的中 �� 58685（29番人気）�� 322795（3番人気）�� 219438（6番人気）
3連複票数 計15729154 的中 ��� 256228（12番人気）
3連単票数 計20748780 的中 ��� 32125（141番人気）
5重勝票数 差引計7649481（返還計 21710） 的中 ����� 550

ハロンタイム 12．7―11．0―11．3―11．6―11．5―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．0―46．6―58．1―1：09．5―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ロータスランド �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2019．9．21 阪神1着

2017．1．31生 牝4鹿 母 Little Miss Muffet 母母 Jenna S. 10戦5勝 賞金 112，244，000円
〔出走取消〕 プールヴィル号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 クリスティ号の騎手M．デムーロは，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・10番・9番）

22024 8月15日 晴 良 （3新潟4） 第2日 第12競走 ��1，200�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
1：07．5
1：06．0

良
良

35 フ ミ ロ ア 牝3鹿 52
50 ◇藤田菜七子林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 446＋ 61：08．9 5．5�

510 アセンダント 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 460＋ 61：09．53� 23．2�

12 ア ヴ ァ ノ ス 牡3鹿 54
53 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 446－ 61：09．71� 7．8�

36 ベッラノーヴァ 牝3鹿 52 M．デムーロ �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 408＋ 6 〃 クビ 3．2�
715 スマートルグラン 牝3鹿 52 福永 祐一大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 438＋ 41：09．9� 3．9	
59 ネオレインボウ �5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484＋18 〃 � 10．5

817 エスジープリンセス 牝3芦 52 丸田 恭介後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B476＋ 21：10．0� 64．7�
23 アイアンゾーン 牝5芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 462＋10 〃 ハナ 157．0�
818 ビービーラノビア 牝3鹿 52

49 ▲原 優介�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 430－ 21：10．21 180．9
714 メルテッドハニー 牝4黒鹿55 岩田 望来田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 390＋ 4 〃 ハナ 41．4�
24 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 452＋ 81：10．3� 34．0�
47 カップッチョ 牡4鹿 57 木幡 巧也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 466± 01：10．51 155．1�
713 スズノムサシ 牡5青鹿57 野中悠太郎小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 2 〃 アタマ 134．2�
48 スズノヤマト �4鹿 57 石川裕紀人小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B466± 0 〃 クビ 135．2�
816	 ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 488＋ 4 〃 アタマ 10．5�
611	 スターライトキス 牝6栗 55

52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 518－ 21：10．71
 105．8�
612 アッタヴァンティ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：10．91� 50．7�
11 トゥーパンクス 牡3鹿 54 内田 博幸野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：12．510 73．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 122，505，400円 複勝： 138，973，100円 枠連： 61，825，400円
馬連： 233，397，800円 馬単： 90，185，700円 ワイド： 194，060，500円
3連複： 389，612，400円 3連単： 441，034，400円 計： 1，671，594，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 410円 � 290円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，080円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 14，200円 3 連 単 ��� 76，360円

票 数

単勝票数 計1225054 的中 � 177324（3番人気）
複勝票数 計1389731 的中 � 186421（3番人気）� 79289（7番人気）� 124130（6番人気）
枠連票数 計 618254 的中 （3－5） 63181（2番人気）
馬連票数 計2333978 的中 �� 33367（18番人気）
馬単票数 計 901857 的中 �� 7780（28番人気）
ワイド票数 計1940605 的中 �� 30480（18番人気）�� 47132（11番人気）�� 18175（28番人気）
3連複票数 計3896124 的中 ��� 20569（41番人気）
3連単票数 計4410344 的中 ��� 4187（225番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．4―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．4
3 5，10－18，16，3（4，14）（2，7，15）（6，17）（11，8）13，9，12－1 4 5，10－（18，16）（3，4，14）（2，7）15（6，17）（9，11，8）13，12＝1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フ ミ ロ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．6．14 東京7着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 9戦2勝 賞金 18，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥーパンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アロハロック号・ワンダースキル号

５レース目



（3新潟4）第2日 8月15日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 183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

237，410，000円
3，020，000円
19，620，000円
1，820，000円
28，160，000円
77，722，500円
6，088，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
920，916，500円
1，223，177，900円
410，504，800円
1，879，615，900円
813，688，500円
1，458，003，300円
3，270，744，100円
4，119，908，600円
764，948，100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 14，861，507，700円

総入場人員 1，924名 （有料入場人員 1，751名）
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