
22037 8月22日 雨 稍重 （3新潟4） 第4日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00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

77 サ ン カ ル パ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 476＋101：49．7 2．4�
88 マ リ ネ ロ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 41：49．91� 3．2�
66 セイウンシデン 牡2黒鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496－ 41：50．1� 30．2�
33 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± 01：50．2� 49．9�
55 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± 01：50．52 4．0	
44 シルバーサドル 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 408－ 61：50．71� 56．2

22 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 478＋101：51．33� 8．2�
11 オヒロイチョウサン 牡2鹿 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 450± 01：51．72� 30．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，602，100円 複勝： 28，807，300円 枠連： 発売なし
馬連： 42，128，400円 馬単： 24，027，300円 ワイド： 29，058，100円
3連複： 57，259，600円 3連単： 121，472，100円 計： 331，354，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 200円 �� 820円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 286021 的中 � 98179（1番人気）
複勝票数 計 288073 的中 � 95981（1番人気）� 69793（2番人気）� 9608（5番人気）
馬連票数 計 421284 的中 �� 92358（1番人気）
馬単票数 計 240273 的中 �� 27852（1番人気）
ワイド票数 計 290581 的中 �� 45446（2番人気）�� 8020（7番人気）�� 6313（12番人気）
3連複票数 計 572596 的中 ��� 20147（5番人気）
3連単票数 計1214721 的中 ��� 15951（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―12．7―13．1―12．4―11．7―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．5―48．2―1：01．3―1：13．7―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 3，6（4，7）5，8，2，1 4 3，6（4，7）（2，5，8）1

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル パ �

父 ドゥラメンテ �


母父 Grand Slam デビュー 2021．7．17 福島6着

2019．2．7生 牝2黒鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 リュウノブレイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

22038 8月22日 曇 稍重 （3新潟4） 第4日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10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
1：20．8
1：20．1

良
良

35 ミツカネムーン 牝2黒鹿54 菅原 明良小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 428－ 81：23．4 9．7�
24 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 470－ 61：23．5クビ 4．1�
48 イデアノキセキ 牡2青鹿54 田辺 裕信益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 438＋ 81：23．6� 65．7�
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 424＋ 21：23．7� 19．3�
12 ヒストリックノヴァ 牝2鹿 54 西村 淳也星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 486± 01：23．91� 4．6�
713 ナンベイコー 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 408± 01：24．21� 94．7	
612 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± 0 〃 アタマ 101．5

815 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 444＋ 41：24．31 73．3�
611 ダンディジャック 牡2黒鹿54 武士沢友治�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 466± 01：24．4クビ 10．5�
23 エコロデビル 牡2栗 54 内田 博幸原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 81：24．5� 6．8
36 ルミナスブルー 牡2黒鹿54 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 ノースガーデン 414＋ 21：24．81� 48．0�
817 フレンドショコラ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 390 ―1：24．9� 86．5�
714 テンコウバヒ 牡2青鹿54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 4．1�
47 キタノパフューム 牝2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 420－ 4 〃 クビ 139．6�
510 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 406－121：25．75 223．5�
816 コストリッヒ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 386－ 81：26．12� 271．7�
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 444＋ 61：26．2� 287．9�
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売 得 金
単勝： 32，046，600円 複勝： 44，030，200円 枠連： 13，836，400円
馬連： 58，613，400円 馬単： 24，733，200円 ワイド： 47，887，400円
3連複： 87，247，900円 3連単： 85，373，400円 計： 393，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 170円 � 1，080円 枠 連（2－3） 1，060円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 720円 �� 6，160円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 21，550円 3 連 単 ��� 93，780円

票 数

単勝票数 計 320466 的中 � 27627（5番人気）
複勝票数 計 440302 的中 � 33653（6番人気）� 84227（1番人気）� 8294（9番人気）
枠連票数 計 138364 的中 （2－3） 10046（5番人気）
馬連票数 計 586134 的中 �� 24547（7番人気）
馬単票数 計 247332 的中 �� 4541（18番人気）
ワイド票数 計 478874 的中 �� 18126（9番人気）�� 1928（43番人気）�� 4380（24番人気）
3連複票数 計 872479 的中 ��� 3036（53番人気）
3連単票数 計 853734 的中 ��� 660（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．8―47．2―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．2
3 ・（1，2）4（3，5，9）（8，6，14）11，15（12，7，10）13－17－16 4 ・（1，2）4，3（5，9）8（6，14）（12，7，11）（13，10，15）－17－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミツカネムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2021．7．31 新潟7着

2019．3．15生 牝2黒鹿 母 センコウノマイヒメ 母母 ジャンレーヴ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※出走取消馬 マニカルニカ号（疾病〔左前肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダブルムーン号
（非抽選馬） 1頭 モンテッソーリ号

第４回 新潟競馬 第４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



22039 8月22日 曇 稍重 （3新潟4） 第4日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：53．0
1：50．9

重
不良

22 コンシリエーレ 牡2鹿 54 武藤 雅吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 540 ―1：53．5 5．4�
34 ニシノアンドレア 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 500 ―1：55．4大差 3．0�
11 セイカフォルゴーレ 牡2栗 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 508 ―1：56．25 12．7�
58 ソニンクヴァース 牝2鹿 54 柴田 善臣 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 488 ―1：56．3� 21．9�
610� ハ ナ キ リ 牡2芦 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 468 ― 〃 アタマ 6．1�
713 イスカンダル 牡2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 442 ―1：56．4クビ 24．1�
712 クリスタルローズ 牝2鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 482 ―1：56．5� 71．8	
59 ダイシンアキラ 牡2黒鹿54 川須 栄彦大八木信行氏 梅田 智之 新冠 ムラカミファーム 494 ―1：57．13� 5．8

35 サイモンソーラン 牡2栗 54 内田 博幸澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 488 ―1：58．05 28．2�
46 ドリームグロウ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 日高 三輪牧場 502 ―1：58．53 173．7
611 ブレイクフォース 牡2栗 54 西村 淳也水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 488 ―1：58．6クビ 27．4�
23 アナザータレント 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �ニッシンホール

ディングス 鈴木慎太郎 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ― 〃 アタマ 34．6�
815 ネ ル ガ ル 牡2鹿 54 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 470 ―1：58．81� 83．7�
814 ペイシャアート 牝2芦 54 柴田 大知北所 直人氏 土田 稔 平取 赤石牧場 494 ―1：58．9クビ 75．7�
47 サ ノ コ ア 牡2鹿 54 丸山 元気佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 482 ―1：59．64 26．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，889，900円 複勝： 38，928，900円 枠連： 12，053，000円
馬連： 54，681，200円 馬単： 23，528，400円 ワイド： 45，221，700円
3連複： 81，438，500円 3連単： 81，223，900円 計： 374，965，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 140円 � 240円 枠 連（2－3） 780円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 970円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 378899 的中 � 59261（2番人気）
複勝票数 計 389289 的中 � 54540（3番人気）� 83330（1番人気）� 34884（5番人気）
枠連票数 計 120530 的中 （2－3） 11834（2番人気）
馬連票数 計 546812 的中 �� 48448（2番人気）
馬単票数 計 235284 的中 �� 8800（4番人気）
ワイド票数 計 452217 的中 �� 30255（2番人気）�� 11301（10番人気）�� 18441（5番人気）
3連複票数 計 814385 的中 ��� 24922（4番人気）
3連単票数 計 812239 的中 ��� 5379（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．8―50．6―1：03．3―1：15．6―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンシリエーレ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Spanish Steps 初出走

2019．4．7生 牡2鹿 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 イスカンダル号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノコア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月22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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アウグスト号・アフリカンサウンズ号・サトミノマロン号・セイウンクモアシ号・ハローメリールー号・

フォレスタブル号・フジシラユキヒメ号・ベネロングポイント号・ムーヴ号

22040 8月22日 小雨 稍重 （3新潟4） 第4日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時35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
1：31．5
1：30．3

良
良

48 ララヴァンド 牝3鹿 54
53 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444－ 61：35．7 14．9�

611 ホウオウマルゴー 牝3黒鹿54 田辺 裕信小笹 芳央氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 432－ 61：35．8クビ 27．2�
510 バ ク ラ ヴ ァ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 アタマ 9．8�
36 スターオブエイジア 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474－ 21：35．9� 5．3�
713 ロジモーリス 牝3鹿 54 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 クビ 2．7�
818 ミーティアカフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 460－ 81：36．11 7．6	
23 アヒージョケッパー 牝3芦 54 菅原 明良 
スリーエイチレーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 10．1�
47 スクリーンマドンナ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 460－ 21：36．2� 52．8�
59 センドハーマイラブ 牝3鹿 54 的場 勇人道場 宏氏 的場 均 浦河 辻 牧場 438－ 2 〃 クビ 152．6
35 サンヴィセンテ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：36．41 21．9�
714 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 414－ 41：36．5� 313．4�
612 メ ラ ニ ー 牝3青鹿54 戸崎 圭太近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 430－ 61：36．71 16．7�
24 マナフォルトゥーナ 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ
 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 424－ 41：36．81� 154．2�
816 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム B424＋121：37．01 234．0�
715 マオノジーナス 牝3青鹿54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 436－ 81：37．21� 13．2�
817 ワンダーポケット 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河邉行信氏 伊藤 伸一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 448－ 61：38．05 296．1�
11 セイントフォース 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 402－ 81：38．21 133．6�
12 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54 内田 博幸国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 510＋ 2 〃 クビ 31．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，532，600円 複勝： 59，808，400円 枠連： 13，920，500円
馬連： 66，027，800円 馬単： 28，568，500円 ワイド： 62，523，900円
3連複： 102，922，000円 3連単： 98，142，100円 計： 469，445，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 470円 � 690円 � 260円 枠 連（4－6） 4，870円

馬 連 �� 18，730円 馬 単 �� 34，390円

ワ イ ド �� 6，300円 �� 2，290円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 47，640円 3 連 単 ��� 348，780円

票 数

単勝票数 計 375326 的中 � 20040（7番人気）
複勝票数 計 598084 的中 � 32414（6番人気）� 20551（9番人気）� 68902（4番人気）
枠連票数 計 139205 的中 （4－6） 2211（21番人気）
馬連票数 計 660278 的中 �� 2731（47番人気）
馬単票数 計 285685 的中 �� 623（92番人気）
ワイド票数 計 625239 的中 �� 2532（54番人気）�� 7101（27番人気）�� 5720（30番人気）
3連複票数 計1029220 的中 ��� 1620（122番人気）
3連単票数 計 981421 的中 ��� 204（844番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．3―12．2―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．1―48．4―1：00．6―1：12．1―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．1
3 1，9，10，15（6，18）（4，14）8（3，5，13）（7，12）（11，16）－2－17 4 1，9，10，15（6，18）（4，14）（3，8）（5，13）（11，7，12）－（16，2）17

勝馬の
紹 介

ララヴァンド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．5．30 東京9着

2018．4．13生 牝3鹿 母 パープルセイル 母母 ガゼルロワイヤル 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ワンダーポケット号の騎手宮崎北斗は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。
〔3走成績による出走制限〕 セイントフォース号・ショウナンカリプソ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月22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。
（非当選馬） 2頭 ハイライフ号・ユペール号



22041 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第5競走 1，800�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 1，450，000
1，450，000

円
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

813 シンシアウィッシュ 牝2青鹿54 菅原 明良�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ―1：50．6 4．7�

58 イ ル チ ル コ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―1：51．13 8．8�

34 エ テ ル ナ 牡2鹿 54 吉田 豊小林 博雄氏 古賀 史生 新冠 秋田牧場 472 ― 〃 クビ 48．4�
57 サンクション 牡2黒鹿54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 480 ― 〃 同着 9．6�
33 ノーブルガルフ 牡2鹿 54 木幡 巧也吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 482 ―1：51．41� 62．5	
46 トーセンクライスト 牡2栗 54 丸田 恭介島川 
哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 504 ― 〃 クビ 34．6�
22 ベネロングポイント 牡2栗 54 石橋 脩 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：51．71� 16．2�
45 ト ラ ン ザ ム 牡2栗 54 西村 淳也増田 和啓氏 大和田 成 平取 二風谷ファーム 492 ―1：52．01� 62．2
711 ディアブレリー 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 478 ―1：52．31� 75．5�
712 アウゲンブリック 牡2黒鹿54 津村 明秀ライオンレースホース� 斎藤 誠 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494 ―1：52．51� 12．7�
11 セザムウーヴルトワ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 444 ―1：52．71 193．5�
814 コンセプシオン 牝2鹿 54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 静内フアーム 514 ―1：53．34 6．5�
610 サトノゼノビア 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 462 ―1：53．72 2．8�
69 マイネルイデア 牡2芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 様似 中脇 一幸 416 ―1：54．02 60．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，078，800円 複勝： 46，292，400円 枠連： 15，495，900円
馬連： 59，788，800円 馬単： 26，380，100円 ワイド： 48，673，400円
3連複： 87，305，500円 3連単： 94，890，700円 計： 425，905，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 210円 �
�

510円
190円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 450円 ��
��

1，870円
460円

��
��

1，990円
690円

3 連 複 ���
���

14，090円
2，530円 3 連 単 ���

���
50，530円
11，410円

票 数

単勝票数 計 470788 的中 � 83687（2番人気）
複勝票数 計 462924 的中 �

�
67435
51852

（2番人気）
（4番人気）

� 42880（5番人気）� 13216（9番人気）

枠連票数 計 154959 的中 （5－8） 20825（2番人気）
馬連票数 計 597888 的中 �� 20421（9番人気）
馬単票数 計 263801 的中 �� 4417（17番人気）
ワイド票数 計 486734 的中 ��

��
17646
3512
（7番人気）
（35番人気）

��
��

3740
10911

（33番人気）
（15番人気）

�� 17131（8番人気）

3連複票数 計 873055 的中 ��� 2294（86番人気）��� 13085（16番人気）
3連単票数 計 948907 的中 ��� 679（308番人気） ��� 3022（67番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―13．5―13．3―12．6―11．5―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．3―50．8―1：04．1―1：16．7―1：28．2―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．9
3 ・（2，5，8）（3，7，14）（1，6，13）4（9，12）（11，10） 4 ・（2，5）（3，8）14，7（1，6，4，13）（9，12）（11，10）

勝馬の
紹 介

シンシアウィッシュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo 初出走

2019．4．19生 牝2青鹿 母 ザ ナ 母母 Maskaya 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ベネロングポイント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22042 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時55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
1：59．5
1：56．1

良
良

44 スフリエール 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464± 02：02．8 3．4�
69 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 丸山 元気和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 456－ 62：03．01 19．4�
710 エ シ カ ル 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 3．2�
45 マイネルグロン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 62：03．1� 5．5�
56 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468＋ 22：03．31� 7．4�
11 アランチャロッサ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也 	サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：03．4� 66．1

68 ラビオンアスール 牡3青 56

53 ▲永野 猛蔵�アスール 伊藤 大士 新ひだか 石川 栄一 418－ 62：03．71� 34．8�
711 リュンヌドネージュ 牡3芦 56 野中悠太郎髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B478－ 22：04．12� 107．7�
57 マイネルレガシー 牡3鹿 56 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 460＋ 42：04．31� 4．5
813 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 原 弘之 506± 0 〃 クビ 118．4�
33 プリオールトップ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 438－ 82：04．93� 287．6�
22 レッドアスラン 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B508－ 42：05．11� 184．8�
812 サバイバルナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 42：07．9大差 337．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，459，100円 複勝： 49，542，500円 枠連： 13，628，800円
馬連： 59，529，100円 馬単： 26，948，700円 ワイド： 44，135，700円
3連複： 80，583，700円 3連単： 103，801，300円 計： 414，628，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 310円 � 150円 枠 連（4－6） 1，110円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 380円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 24，990円

票 数

単勝票数 計 364591 的中 � 83420（2番人気）
複勝票数 計 495425 的中 � 86338（3番人気）� 31744（6番人気）� 94734（2番人気）
枠連票数 計 136288 的中 （4－6） 9501（5番人気）
馬連票数 計 595291 的中 �� 11072（12番人気）
馬単票数 計 269487 的中 �� 3437（22番人気）
ワイド票数 計 441357 的中 �� 9431（12番人気）�� 32662（5番人気）�� 9945（11番人気）
3連複票数 計 805837 的中 ��� 16372（11番人気）
3連単票数 計1038013 的中 ��� 3011（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．2―49．5―1：01．7―1：15．0―1：27．3―1：39．2―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スフリエール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．12．12 中山7着

2018．1．21生 牝3黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 8戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サバイバルナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月22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〕 タンキエットゥ号・レッドアスラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月22日まで平地

競走に出走できない。



22043 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時25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

34 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 476＋101：52．5 2．3�
23 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 472－ 61：53．13� 4．9�
814 アスマスティーブ �3鹿 56 宮崎 北斗湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 450＋ 81：53．2� 152．7�
712 アウトストラーダ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 アタマ 11．0�
58 ア シ ュ ラ ム 牡3鹿 56 菅原 明良�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム 520± 01：53．3クビ 9．7	
46 ビヨンドザシーン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 454＋ 21：53．51� 44．3

611 ロクネンニクミ 牡3栗 56 江田 照男藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム B510＋ 41：54．03 58．3�
11 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田辺 裕信藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 426＋ 21：54．1� 13．0�
713 サムライスピアー 牡3栗 56 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 B440＋ 21：54．52 15．7
47 ギャラクサイト 牡3黒鹿56 武藤 雅 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 ハナ 11．7�
59 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 434＋101：54．82 16．2�
35 サトルアプローチ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 450＋ 21：55．01� 84．2�
610 キャットウォーク 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 472－ 61：55．1クビ 157．4�
22 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 三浦 皇成大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B434± 01：55．31� 20．8�
815 ナイトエクスプレス 牡3黒鹿56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 三木田牧場 482－ 21：55．4� 37．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，004，300円 複勝： 55，294，800円 枠連： 15，194，400円
馬連： 66，203，800円 馬単： 27，379，600円 ワイド： 61，031，300円
3連複： 103，204，600円 3連単： 107，321，500円 計： 476，634，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 160円 � 1，690円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，980円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 16，220円 3 連 単 ��� 44，180円

票 数

単勝票数 計 410043 的中 � 140984（1番人気）
複勝票数 計 552948 的中 � 148932（1番人気）� 92557（2番人気）� 5064（13番人気）
枠連票数 計 151944 的中 （2－3） 24385（1番人気）
馬連票数 計 662038 的中 �� 86628（1番人気）
馬単票数 計 273796 的中 �� 23269（1番人気）
ワイド票数 計 610313 的中 �� 67914（1番人気）�� 3550（44番人気）�� 1918（65番人気）
3連複票数 計1032046 的中 ��� 4772（54番人気）
3連単票数 計1073215 的中 ��� 1761（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．5―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ディヴァインゲート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．11．15 東京7着

2018．2．19生 牡3鹿 母 ルヴェソンヴェール 母母 フェートデュヴァン 11戦1勝 賞金 18，810，000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） 2頭 ナヴィリオ号・ルムロン号

22044 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時55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
2：24．4
2：20．6

良
良

44 カーディナル 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 490± 02：26．8 1．7�
33 マリノアズラ 牝3黒鹿52 津村 明秀矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 468－ 82：27．12 12．0�
66 インペリアルツアー 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 450＋ 62：27．41� 52．4�
67 レンツシュピッツェ 牡3栗 54 西村 淳也�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 ハナ 16．7�
79 	 スカイテラス 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B488＋ 42：27．61
 38．6	
78 トーホウバロン 牡3黒鹿54 三浦 皇成東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 474± 02：28．23� 7．2

811 ウインザナドゥ 牡3栗 54 田辺 裕信�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 444－182：28．4� 5．2�
22 チュウワエンジェル 牝3鹿 52

51 ☆亀田 温心中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：29．25 21．3�
11 シトラスクーラー �8鹿 57

55 ◇藤田菜七子�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 460＋ 62：29．3� 96．1
810 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：29．51
 11．7�
55 カイザースクルーン �5芦 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 2 （競走中止） 42．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，246，000円 複勝： 98，454，900円 枠連： 14，267，200円
馬連： 67，148，600円 馬単： 36，230，000円 ワイド： 52，861，200円
3連複： 95，163，200円 3連単： 165，329，300円 計： 569，700，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 730円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，020円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 23，350円

票 数

単勝票数 計 402460 的中 � 182994（1番人気）
複勝票数 計 984549 的中 � 617560（1番人気）� 54312（5番人気）� 12232（10番人気）
枠連票数 計 142672 的中 （3－4） 11814（3番人気）
馬連票数 計 671486 的中 �� 51080（4番人気）
馬単票数 計 362300 的中 �� 21213（5番人気）
ワイド票数 計 528612 的中 �� 44038（3番人気）�� 12770（10番人気）�� 3376（34番人気）
3連複票数 計 951632 的中 ��� 8053（30番人気）
3連単票数 計1653293 的中 ��� 5132（72番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．1―12．4―12．8―13．6―12．5―12．0―11．9―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―24．0―36．1―48．5―1：01．3―1：14．9―1：27．4―1：39．4―1：51．3―2：03．2―2：14．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カーディナル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．30 札幌2着

2018．3．7生 牡3鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 6戦2勝 賞金 20，100，000円
〔競走中止〕 カイザースクルーン号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



22045 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第9競走 ��1，000�
せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時25分 （芝・直線）

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 レオハイセンス 牝4鹿 55 江田 照男�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 438＋ 2 55．4 7．6�
713 テ セ ウ ス 牡3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 436＋ 2 〃 クビ 21．9�
715� ディランズソング 牡4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 萩原 清 米

Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

512－ 8 55．5� 24．4�
714� パラティーノヒル 牝4栗 55 丸田 恭介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406＋ 6 55．71� 6．6�
612 トミケンルーア 	5鹿 57 津村 明秀富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 478± 0 55．8� 2．6	
816 タマノジュメイラ 牝5鹿 55 西村 淳也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B480－ 2 56．01 19．4

611� プレミアムコマチ 牝5鹿 55 武士沢友治�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 436＋ 2 56．11 256．6�
818 シンシアハート 牝3芦 52 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 422＋ 6 56．31 4．2�
48 リアルドキュメント 牡3黒鹿54 菅原 明良川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 482－ 2 56．41 46．2
36 � モメチョッタ 牝5黒鹿55 長岡 禎仁清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 450± 0 56．5アタマ 87．7�
12 � リ ュ ッ カ 牝4鹿 55 石橋 脩星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 408－ 4 〃 クビ 22．7�
510 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 438－24 〃 ハナ 203．9�
35 � シアープレジャー 牝4鹿 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 4 〃 ハナ 190．1�
47 グラスレガシー 牝6黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518± 0 56．71
 63．8�
59 ホーキーポーキー 牝3栗 52 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B460＋ 8 57．01� 24．5�
11 ステラダイヤ 牝3鹿 52 三浦 皇成 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 492± 0 57．1� 29．0�
23 マイネルチューダ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 B444－ 4 〃 アタマ 26．8�
24 キセキノカガヤキ 牝5黒鹿55 柴田 大知ライオンレースホース� 石毛 善彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 2 57．63 244．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，172，300円 複勝： 69，537，900円 枠連： 34，130，800円
馬連： 128，234，100円 馬単： 50，370，900円 ワイド： 94，590，200円
3連複： 230，061，000円 3連単： 252，346，500円 計： 917，443，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 290円 � 490円 � 710円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 2，630円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 39，770円 3 連 単 ��� 199，070円

票 数

単勝票数 計 581723 的中 � 60603（4番人気）
複勝票数 計 695379 的中 � 71062（4番人気）� 36242（7番人気）� 23881（9番人気）
枠連票数 計 341308 的中 （7－8） 53167（2番人気）
馬連票数 計1282341 的中 �� 14137（23番人気）
馬単票数 計 503709 的中 �� 3225（39番人気）
ワイド票数 計 945902 的中 �� 12027（21番人気）�� 9286（28番人気）�� 4753（47番人気）
3連複票数 計2300610 的中 ��� 4338（107番人気）
3連単票数 計2523465 的中 ��� 919（516番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―11．0―11．6

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

上り4F43．5－3F33．2
勝馬の
紹 介

レオハイセンス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．13 中山6着

2017．4．26生 牝4鹿 母 レオパステル 母母 ズ ー ナ ク ア 13戦2勝 賞金 28，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔制裁〕 リュッカ号の騎手石橋脩は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・5番・6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 ストレガ号・セピアノーツ号・マウンテンムスメ号

22046 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

710 モ ク レ レ �7黒鹿57 菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 42：13．8 20．5�

11 ダブルフラット 牡6黒鹿57 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 496－ 22：14．01	 9．2�

79 レイオブウォーター 牡3青鹿54 田辺 裕信大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 アタマ 2．9�
22 ディアセオリー 牡4鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 494＋ 22：14．1
 13．0�
33 イクスプロージョン 牡3鹿 54 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：14．2クビ 5．2�
811 マカオンドール 牡3芦 54 戸崎 圭太關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：14．3� 2．6	
812 テイストオブハニー 牝4鹿 55 武藤 雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 554＋ 22：14．4� 79．1

55 マ ス ラ オ �7栗 57 内田 博幸 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 450＋ 82：14．82� 56．3�
67 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿55 M．デムーロ杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 466± 02：15．33� 22．4�
68 グロンフォール 牡6鹿 57 野中悠太郎 シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 588－ 22：16．25 112．1�
56 サイモンサーマル �6鹿 57 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 488－ 22：16．3� 164．1�
44 シュブリーム 牡5黒鹿57 丸田 恭介栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B472± 02：17．68 54．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，252，900円 複勝： 66，063，200円 枠連： 20，920，300円
馬連： 126，259，200円 馬単： 53，500，000円 ワイド： 79，057，500円
3連複： 181，294，100円 3連単： 264，957，000円 計： 848，304，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 410円 � 210円 � 150円 枠 連（1－7） 1，110円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，010円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 62，300円

票 数

単勝票数 計 562529 的中 � 21872（6番人気）
複勝票数 計 660632 的中 � 31936（6番人気）� 77528（4番人気）� 145490（2番人気）
枠連票数 計 209203 的中 （1－7） 14543（4番人気）
馬連票数 計1262592 的中 �� 16250（17番人気）
馬単票数 計 535000 的中 �� 2545（38番人気）
ワイド票数 計 790575 的中 �� 11960（16番人気）�� 19813（12番人気）�� 42305（5番人気）
3連複票数 計1812941 的中 ��� 27771（17番人気）
3連単票数 計2649570 的中 ��� 3083（161番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．7―12．5―13．1―12．0―11．6―11．8―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．1―35．8―48．3―1：01．4―1：13．4―1：25．0―1：36．8―1：49．1―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ク レ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．2．4 東京6着

2014．2．28生 �7黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 22戦4勝 賞金 74，241，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22047 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，2．8．22以降3．8．15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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：09．1
1：08．5

重
重

610 ノンライセンス 牝5黒鹿53 戸崎 圭太�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 468＋ 81：10．0 12．6�
611 ウルトラマリン 牝4栗 52 M．デムーロ �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B482－ 41：10．1� 5．9�
34 イ メ ル 牡5黒鹿55 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 486± 01：10．2� 6．9�
713� オーロラテソーロ 牡4栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 506＋121：10．4� 14．6�

46 レシプロケイト 牡5栗 55 丸山 元気ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 6 〃 クビ 17．6	

58 デザートストーム 牡7黒鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464± 01：10．5� 20．1


814 ロードラズライト 
6青鹿54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 458＋10 〃 ハナ 46．6�
47 � ロンドンテソーロ 牡5栗 55 亀田 温心了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 514－ 2 〃 ハナ 15．7�

712 ロードグラディオ 牡5黒鹿55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 4 〃 ハナ 68．9
35 スナークスター 
5鹿 54 永野 猛蔵杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460－ 81：10．71 74．1�
23 サイクロトロン 牡4鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B512－ 41：10．8� 14．1�
11 デュアリスト 牡3栗 53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋181：11．0� 4．0�
815� クーファピーカブー 牝5栗 51 田中 健大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468± 01：11．21� 9．1�
59 トウカイエトワール 牡4栗 55 丸田 恭介内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 492－ 4 〃 ハナ 11．8�
22 ヴァニラアイス 牝5鹿 53 西村 淳也�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 21：11．83 16．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，834，600円 複勝： 114，260，200円 枠連： 61，664，100円
馬連： 286，554，600円 馬単： 93，999，500円 ワイド： 179，458，400円
3連複： 476，244，000円 3連単： 505，472，500円 計： 1，804，487，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 350円 � 220円 � 240円 枠 連（6－6） 2，650円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，850円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 56，760円

票 数

単勝票数 計 868346 的中 � 54759（6番人気）
複勝票数 計1142602 的中 � 76356（6番人気）� 142261（2番人気）� 130284（3番人気）
枠連票数 計 616641 的中 （6－6） 17968（14番人気）
馬連票数 計2865546 的中 �� 78702（5番人気）
馬単票数 計 939995 的中 �� 12495（15番人気）
ワイド票数 計1794584 的中 �� 43164（4番人気）�� 24501（27番人気）�� 39701（5番人気）
3連複票数 計4762440 的中 ��� 34987（25番人気）
3連単票数 計5054725 的中 ��� 6456（128番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―10．9―12．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―32．9―45．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンライセンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．4．7生 牝5黒鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 17戦5勝 賞金 90，939，000円
〔制裁〕 ウルトラマリン号の騎手M．デムーロは，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：10番）

クーファピーカブー号の騎手田中健は，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：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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アンコールプリュ号・エレナアヴァンティ号・カリオストロ号・サクセッション号・サトノラファール号・

スナークライデン号・デアフルーグ号・プリンスリターン号・ヤマカツマーメイド号

22048 8月22日 晴 稍重 （3新潟4） 第4日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時20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

47 エターナルボンド 牡4黒鹿 57
54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B512－ 21：53．1 9．6�

59 � ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 57 吉田 豊松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 520＋ 21：53．2クビ 65．7�
610 ウォーロード 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 486＋ 81：53．41 16．3�
22 ブロフェルド 牡4鹿 57 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 546＋ 41：53．61� 8．9�
46 ハーツシンフォニー 牡4青鹿57 木幡 巧也 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 474－ 41：54．23� 15．1	
611 アルバトリア 牝3鹿 52 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 428－ 51：54．3クビ 197．2

35 � ベストユエンモン 牡4鹿 57 丸田 恭介花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 460－101：54．93� 161．7�
58 イントゥザワールド 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ
アーム 450＋ 8 〃 アタマ 6．6�

815 キ ャ ル ベ イ 牡4鹿 57 内田 博幸里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 B556＋ 81：55．32 3．8
814 セイハロートゥユー 牡3黒鹿54 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B494－ 21：56．15 27．5�
712� タイムモーメント 	4鹿 57 西村 淳也 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：56．2
 15．7�
713 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± 01：56．62 291．7�
34 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B522＋ 41：57．34 23．1�
11 フォーヴィスム 牡3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 534＋ 2 〃 クビ 3．3�
23 � タイキスピネル 牡4鹿 57 菅原 明良�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B484＋ 41：57．4クビ 45．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 95，284，400円 複勝： 107，519，700円 枠連： 36，640，500円
馬連： 193，781，700円 馬単： 72，405，800円 ワイド： 153，050，000円
3連複： 313，047，300円 3連単： 361，934，300円 計： 1，333，663，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 790円 � 400円 枠 連（4－5） 2，160円

馬 連 �� 22，120円 馬 単 �� 32，530円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 1，780円 �� 10，110円

3 連 複 ��� 115，480円 3 連 単 ��� 522，710円

票 数

単勝票数 計 952844 的中 � 79329（5番人気）
複勝票数 計1075197 的中 � 102732（5番人気）� 32204（11番人気）� 71071（6番人気）
枠連票数 計 366405 的中 （4－5） 13107（10番人気）
馬連票数 計1937817 的中 �� 6787（54番人気）
馬単票数 計 724058 的中 �� 1669（93番人気）
ワイド票数 計1530500 的中 �� 8258（52番人気）�� 22690（23番人気）�� 3851（65番人気）
3連複票数 計3130473 的中 ��� 2033（204番人気）
3連単票数 計3619343 的中 ��� 502（1032番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．9―12．4―12．3―13．0―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．9―48．8―1：01．2―1：13．5―1：26．5―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．6
1
3
3（12，14）－（2，10）4（9，11，13）－（7，1）－5，8，6－15・（12，14）（2，10）（3，9，6）（7，15）（13，11）（8，1）（4，5）

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

勝馬の
紹 介

エターナルボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Azamour デビュー 2019．12．15 中山4着

2017．3．22生 牡4黒鹿 母 シュピッツェ 母母 シ ャ ピ ー ラ 10戦2勝 賞金 19，800，000円
※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 カキエモン号

４レース目



（3新潟4）第4日 8月22日（日曜日） 雨一時曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

194，480，000円
8，210，000円
28，690，000円
1，500，000円
22，640，000円
72，872，500円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
597，403，600円
778，540，400円
251，751，900円
1，208，950，700円
488，072，000円
897，548，800円
1，895，771，400円
2，242，264，600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 8，360，303，400円

総入場人員 1，863名 （有料入場人員 1，701名）
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