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22061 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6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

55 ゲインスプレマシー �5鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 486＋ 63：09．3 3．3�
811 アメリカズカップ 牡7黒鹿60 平沢 健治谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 03：09．4� 4．1�
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 496＋ 23：09．5� 16．4�
812 テトラルキア �6鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496± 03：09．71	 8．1�
68 ヨコスカダンディー 牡5栗 60 小野寺祐太 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 476± 03：09．91	 10．3�
33 セ ー リ ン グ 牡4鹿 60 金子 光希栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 452＋ 43：10．11	 91．2	
79 クリノニキータ 牝4鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 476＋ 43：10．3� 7．3

67 テンチシンメイ 牡4鹿 60 西谷 誠岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 514－ 63：12．9大差 21．1�
44 
 ルレーヴドゥリリ 牝4黒鹿58 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 488－ 23：13．85 89．7�
56 ラ ヴ ノ ッ ト 牝6鹿 58 蓑島 靖典 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 512＋163：14．54 99．6�
11 トミケンボハテル 牡7芦 60 草野 太郎佐野 信幸氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム 508＋ 63：22．2大差 28．7�
710
 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 488＋ 6 （競走中止） 5．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，659，400円 複勝： 29，699，200円 枠連： 10，929，300円
馬連： 41，852，400円 馬単： 19，574，200円 ワイド： 31，504，400円
3連複： 73，389，800円 3連単： 79，675，000円 計： 307，283，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 170円 � 290円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 490円 �� 830円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 16，230円

票 数

単勝票数 計 206594 的中 � 49468（1番人気）
複勝票数 計 296992 的中 � 68426（1番人気）� 45573（2番人気）� 19975（7番人気）
枠連票数 計 109293 的中 （5－8） 13883（3番人気）
馬連票数 計 418524 的中 �� 33632（2番人気）
馬単票数 計 195742 的中 �� 7830（3番人気）
ワイド票数 計 315044 的中 �� 17426（4番人気）�� 9640（13番人気）�� 5125（21番人気）
3連複票数 計 733898 的中 ��� 12102（19番人気）
3連単票数 計 796750 的中 ��� 3559（52番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．6－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲインスプレマシー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．21 福島3着

2016．3．28生 �5鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ 障害：11戦1勝 賞金 21，800，000円
〔競走中止〕 セイウンクロクモ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中

止。
〔制裁〕 テトラルキア号の騎手五十嵐雄祐は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔その他〕 トミケンボハテル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トミケンボハテル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月29日まで出走できない。

22062 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6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

59 ジ ジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 486－ 21：53．0 1．7�
35 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 B520－ 61：53．1� 27．0�
712 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± 01：53．95 30．0�
611 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 476－ 21：54．0� 14．2�
22 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± 01：54．1� 5．7�
46 カ ル ナ ッ ク 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 554＋ 61：54．41� 35．8

58 ワンダーウォール 牡3栗 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 71：54．82� 256．0�
814 プレイマウント 牡3鹿 56 武藤 雅 	社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 520＋ 81：54．9� 99．9�
610 カラーオブウィンド �3栗 56 嶋田 純次平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B470－ 61：55．42� 54．7
34 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 B460＋ 21：55．61� 8．8�
713 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 486＋ 31：56．24 89．2�
23 カミヤガルーラ 牡3鹿 56 木幡 巧也佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 454＋ 31：56．94 505．8�
11 ジ ョ ッ ト 牡3鹿 56 岩田 康誠海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：57．21� 18．8�
47 サクラトップクロス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 438± 01：57．3� 167．7�
815 レッドルーベンス 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B486＋ 81：57．4� 7．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，823，100円 複勝： 95，833，000円 枠連： 12，208，800円
馬連： 64，381，900円 馬単： 35，388，700円 ワイド： 61，796，000円
3連複： 110，414，700円 3連単： 138，345，800円 計： 557，192，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 460円 � 480円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 790円 �� 730円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 388231 的中 � 174531（1番人気）
複勝票数 計 958330 的中 � 531457（1番人気）� 25789（7番人気）� 24711（8番人気）
枠連票数 計 122088 的中 （3－5） 19645（2番人気）
馬連票数 計 643819 的中 �� 25509（7番人気）
馬単票数 計 353887 的中 �� 10775（10番人気）
ワイド票数 計 617960 的中 �� 20527（8番人気）�� 22279（7番人気）�� 4285（30番人気）
3連複票数 計1104147 的中 ��� 12049（23番人気）
3連単票数 計1383458 的中 ��� 4351（73番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．4―12．9―12．5―12．6―13．2―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．9―48．8―1：01．3―1：13．9―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．27 中山4着

2018．4．15生 牡3鹿 母 ハートアイリス 母母 シェアエレガンス 12戦1勝 賞金 18，520，000円
〔発走状況〕 カルナック号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔3走成績による出走制限〕 サクラトップクロス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29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） 1頭 ハローマイキー号
（非抽選馬） 1頭 レッドスパロー号

第４回 新潟競馬 第６日



22063 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第3競走 ��1，000�2歳未勝利
発走11時15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
55．0
55．0

良
良

818 シーズアクイーン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 432＋ 2 55．9 2．8�
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 472－ 2 〃 ハナ 2．9�
714 ソプラノナイト 牝2芦 54

52 ◇藤田菜七子 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464＋16 56．32 21．5�
36 デュアルパーパス 牡2栗 54 津村 明秀�ターフ・スポート鈴木 伸尋 浦河 グランデファーム 458＋ 2 56．4� 25．5�
713 エスティメート 牡2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 438－ 4 56．82� 19．2�
23 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 菅原 明良�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 450± 0 〃 ハナ 5．7	
715 ク ラ ー ラ 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 432± 0 56．9� 45．3

24 チ ア ア ッ プ 牝2栗 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 498＋ 2 〃 アタマ 165．2�
817 フレンドプリンセス 牝2鹿 54 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 424± 0 57．11� 14．0
11 レディビートル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 382± 0 57．2クビ 323．5�
35 エクラプリエール 牝2鹿 54 丸田 恭介鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 438＋ 2 57．51� 54．9�
48 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± 0 〃 クビ 419．1�
59 パ ナ シ ュ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也�ミルファーム 中野 栄治 浦河 富塚ファーム 406－ 6 〃 アタマ 108．8�
510 ソーメニーサンクス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 430＋10 57．71� 57．0�
816 エ ン ラ イ 牝2黒鹿54 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 444－ 2 〃 クビ 26．7�
47 モンテッソーリ 牝2鹿 54 野中悠太郎小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 404－ 4 58．33� 79．3�
611 ブルーアンドグレイ 牡2青鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか キヨタケ牧場 438± 0 58．61� 433．3�
12 ピンクシャローム 牝2鹿 54 嘉藤 貴行薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 B430± 0 59．13� 388．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，539，000円 複勝： 49，394，300円 枠連： 22，285，900円
馬連： 77，752，300円 馬単： 34，725，000円 ワイド： 66，671，900円
3連複： 159，033，900円 3連単： 160，359，100円 計： 610，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 380円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 210円 �� 860円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 405390 的中 � 116526（1番人気）
複勝票数 計 493943 的中 � 114694（1番人気）� 106009（2番人気）� 22288（6番人気）
枠連票数 計 222859 的中 （6－8） 50153（1番人気）
馬連票数 計 777523 的中 �� 161384（1番人気）
馬単票数 計 347250 的中 �� 34340（1番人気）
ワイド票数 計 666719 的中 �� 98500（1番人気）�� 17460（10番人気）�� 15501（12番人気）
3連複票数 計1590339 的中 ��� 64246（4番人気）
3連単票数 計1603591 的中 ��� 19658（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―10．6―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．6―33．2―43．8

上り4F43．6－3F33．3
勝馬の
紹 介

シーズアクイーン �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．6．12 東京8着

2019．2．25生 牝2鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクシャローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月29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。
（非当選馬） 2頭 アストラガルス号・グレースミューズ号
（非抽選馬） 1頭 ラッパラッパー号

22064 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時45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

47 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 454－ 22：02．1 3．2�

11 クイーンズキトゥン 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 ハナ 2．6�
713 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 440－ 22：02．42 25．6�
36 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± 0 〃 アタマ 5．8�
611 ケ ル ト 牡3栗 56 岩田 康誠小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460－ 42：02．5� 21．3	
510 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 菅原 明良岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 442＋ 2 〃 ハナ 7．5

23 ホットポッド 牡3青 56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 418－ 42：02．6� 19．7�
818 デルマケゴン 牝3芦 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 398± 02：02．81� 33．8�
714 リュラネブラ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：03．11� 57．4
12 リベラルアーツ 牡3黒鹿56 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 3 〃 クビ 97．5�
612 バジェナート 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 408＋ 2 〃 ハナ 400．1�
59 マスカリンラン 牝3黒鹿54 津村 明秀岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 472± 02：03．2� 141．6�
816 ジュンハイビスカス 牝3芦 54 吉田 豊河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 448－ 22：03．3� 480．7�
48 コパノセイバー 牝3鹿 54 武士沢友治小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 500＋ 4 〃 クビ 404．9�
24 スパークフューチャ 牡3鹿 56 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426＋ 42：03．4� 146．1�
715 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± 02：03．5� 326．1�
817 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 450－ 42：03．6� 204．0�
35 � コスモカルティエ 牡3栗 56 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 470＋112：03．8� 24．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，364，700円 複勝： 60，697，000円 枠連： 15，035，500円
馬連： 67，117，200円 馬単： 31，185，700円 ワイド： 61，636，400円
3連複： 104，289，500円 3連単： 116，635，400円 計： 498，961，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 400円 枠 連（1－4） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 290円 �� 890円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 423647 的中 � 102919（2番人気）
複勝票数 計 606970 的中 � 119911（1番人気）� 106130（2番人気）� 29054（7番人気）
枠連票数 計 150355 的中 （1－4） 22524（1番人気）
馬連票数 計 671172 的中 �� 96834（1番人気）
馬単票数 計 311857 的中 �� 20944（2番人気）
ワイド票数 計 616364 的中 �� 62363（1番人気）�� 16707（10番人気）�� 9579（21番人気）
3連複票数 計1042895 的中 ��� 19366（11番人気）
3連単票数 計1166354 的中 ��� 5085（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．2―49．5―1：01．8―1：14．1―1：26．4―1：38．2―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3

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

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

マイネルパリオート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．10．18 新潟6着

2018．2．22生 牡3鹿 母 フライングメリッサ 母母 ウイングオブラック 10戦1勝 賞金 12，960，000円
〔発走状況〕 リュラネブラ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔3走成績による出走制限〕 バジェナート号・ベルベデール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29日まで平地

競走に出走できない。
※リベラルアーツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22065 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6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

35 トウシンマカオ 牡2栗 54 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 446 ―1：35．3 6．0�
23 マグマオーシャン 牡2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―1：35．72� 1．9�
817 ミズノコキュウ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 400 ―1：35．91� 80．3�
11 ニシノムネヲウツ 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 492 ―1：36．43 50．0�
36 シ グ ナ ス 牡2黒鹿54 三浦 皇成山内 晃氏 伊藤 大士 日高 木部ファーム 520 ―1：36．61� 82．7	
714 ストームサージ 牡2青鹿54 松山 弘平ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：36．7� 20．0

818� オカンモシャチョウ 牝2栗 54 丸山 元気 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal

& Bill Nassal 456 ―1：36．8� 13．6�
611 ルージュラピュセル 牝2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 426 ―1：37．01� 8．0�
612 ア ウ グ ス ト 牡2鹿 54 田辺 裕信�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 514 ―1：37．1クビ 76．6
59 � スエトニウス 牡2栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-

poration 456 ―1：37．63� 28．6�
12 ブラックサンタ 牡2栗 54 石橋 脩 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 462 ―1：38．02 11．7�
816 ピ カ リ エ 牝2芦 54 武藤 雅 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 482 ―1：38．21 288．5�
24 ニシノジュンプウ 牡2鹿 54

51 ▲原 優介西山 茂行氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 478 ― 〃 ハナ 370．2�
510 セイウンクモアシ 牡2鹿 54 岩部 純二西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 484 ―1：38．41� 240．5�
715 ニコニコプン 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子三岡 陽氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 434 ―1：38．72 168．8�
713 スマートアクシオン 牡2鹿 54 幸 英明大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 510 ―1：39．23 52．0�
48 イージースレット 牡2青鹿54 M．デムーロ佐藤 壽男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 本桐牧場 504 ―1：39．51� 29．7�
47 リ ピ ッ シ ュ 牡2栗 54 野中悠太郎ケンレーシング組合 根本 康広 浦河 山田 昇史 494 ―1：43．3大差 239．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，479，300円 複勝： 58，524，200円 枠連： 15，388，300円
馬連： 68，806，600円 馬単： 35，295，700円 ワイド： 60，159，500円
3連複： 107，580，500円 3連単： 123，288，300円 計： 529，522，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 120円 � 860円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 310円 �� 4，730円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 48，520円

票 数

単勝票数 計 604793 的中 � 84813（2番人気）
複勝票数 計 585242 的中 � 80739（2番人気）� 187085（1番人気）� 10397（11番人気）
枠連票数 計 153883 的中 （2－3） 19975（1番人気）
馬連票数 計 688066 的中 �� 92048（1番人気）
馬単票数 計 352957 的中 �� 17018（4番人気）
ワイド票数 計 601595 的中 �� 57077（1番人気）�� 2970（44番人気）�� 6013（27番人気）
3連複票数 計1075805 的中 ��� 6969（36番人気）
3連単票数 計1232883 的中 ��� 1842（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．1―47．7―1：00．5―1：12．0―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．8
3 ・（2，5）13（1，3）18，14（11，12）16（9，15）－6，10（4，17）－8＝7 4 2，5（1，13）（3，18）（9，14，12）（11，16）（17，6）15，10，4，8＝7

勝馬の
紹 介

トウシンマカオ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．5．1生 牡2栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リピッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月29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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カールスモーキー号・ギミーアワーズ号・シーイング号・ニャンチンノン号

22066 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

58 インコントラーレ 牡2黒鹿54 三浦 皇成髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：11．1 17．8�
35 ハローメリールー 牝2栗 54 石川裕紀人藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450 ―1：12．59 2．7�
814 トーセンキャロル 牝2芦 54 福永 祐一島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 452 ―1：12．81� 16．6�
59 エレガントミッシー 牝2黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 414 ―1：12．9� 53．5�
712 シュルヴィーヴル 牡2栗 54 岩田 康誠村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 482 ―1：13．43 5．1�
713 サンマルクレイジー 牡2黒鹿54 内田 博幸相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 414 ― 〃 クビ 46．2	
815 スノーフォックス �2黒鹿54 江田 照男ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422 ―1：13．6� 26．3

34 タマモケンタウルス 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 470 ―1：13．92 18．1�
23 アポロウェイラーズ 牝2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 476 ―1：14．0� 102．4
22 トラストパッキャオ 牝2栗 54 丸田 恭介菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 454 ― 〃 ハナ 32．8�
46 デアリングヒューズ 牝2栗 54 戸崎 圭太 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 478 ―1：14．63� 4．8�
47 ミルトイグニス 牡2黒鹿54 木幡 初也永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 498 ―1：15．02� 43．1�
611 トウカイファクター 牡2青鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 454 ―1：15．21� 12．7�
610 クラウンシューター 牡2黒鹿54 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 476 ―1：15．41� 28．7�
11 プロメテウス 牡2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 440 ―1：16．78 194．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，628，600円 複勝： 49，359，900円 枠連： 15，835，600円
馬連： 63，582，000円 馬単： 27，892，500円 ワイド： 53，646，800円
3連複： 97，316，800円 3連単： 99，733，600円 計： 452，995，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 370円 � 150円 � 310円 枠 連（3－5） 1，390円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，300円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 69，790円

票 数

単勝票数 計 456286 的中 � 21652（6番人気）
複勝票数 計 493599 的中 � 28441（7番人気）� 109915（1番人気）� 36660（5番人気）
枠連票数 計 158356 的中 （3－5） 8785（6番人気）
馬連票数 計 635820 的中 �� 22906（5番人気）
馬単票数 計 278925 的中 �� 3451（19番人気）
ワイド票数 計 536468 的中 �� 13581（9番人気）�� 5853（27番人気）�� 11754（12番人気）
3連複票数 計 973168 的中 ��� 7414（27番人気）
3連単票数 計 997336 的中 ��� 1036（206番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．4―12．1―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．2―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インコントラーレ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2019．3．29生 牡2黒鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 プロメテウス号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 イントロバート号・オードゥメール号・スズカコテキタイ号・スズカマジェスタ号・トッティー号・トーセンリベロ号・

ノースポール号・ピンクダイヤ号・ボンジュールイエル号・ミッテルライン号・モナルヒ号・リオンラファール号



22067 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時35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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

89 ガ ン ダ ル フ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：00．0 1．3�
55 サンタグラシア 牝3栗 52 福永 祐一 �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 418± 02：00．1� 5．2�
66 ビートザウイングス 	4栗 57

54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B476＋ 8 〃 クビ 18．6�
11 
 サイモンベラーノ 牝4栗 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 466－ 62：00．74 73．9�
810 レッジャードロ 牝3栗 52 柴田 善臣大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 434＋ 4 〃 ハナ 12．1�
78 ローズパルファン 牝4鹿 55 江田 照男 	友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 436± 02：00．8� 39．7

44 スノーハレーション 牝3芦 52 丸山 元気	レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 416＋ 62：01．44 8．5�
77 ワタシヲマッテル 牝6栗 55 菅原 明良小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464－142：01．5クビ 101．1�
22 
 クラウンコジーン 牡4鹿 57 大庭 和弥矢野 恭裕氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 462－ 22：01．71� 212．8

（9頭）
33 レッドペルーシュ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，877，600円 複勝： 149，976，000円 枠連： 9，959，400円
馬連： 51，813，600円 馬単： 48，383，700円 ワイド： 47，151，000円
3連複： 76，611，400円 3連単： 244，325，600円 計： 673，098，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 450円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 差引計 448776（返還計 221） 的中 � 270193（1番人気）
複勝票数 差引計1499760（返還計 307） 的中 � 1211775（1番人気）� 95850（2番人気）� 39491（5番人気）
枠連票数 差引計 99594（返還計 306） 的中 （5－8） 32449（1番人気）
馬連票数 差引計 518136（返還計 1117） 的中 �� 170179（1番人気）
馬単票数 差引計 483837（返還計 551） 的中 �� 128494（1番人気）
ワイド票数 差引計 471510（返還計 775） 的中 �� 115455（1番人気）�� 34448（4番人気）�� 20610（7番人気）
3連複票数 差引計 766114（返還計 4081） 的中 ��� 87539（3番人気）
3連単票数 差引計2443256（返還計 8290） 的中 ��� 122856（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．4―48．3―1：01．0―1：13．7―1：25．6―1：36．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ル フ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．11．29 東京5着

2018．3．6生 牡3鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 5戦2勝 賞金 17，170，000円
〔出走取消〕 レッドペルーシュ号は，事故のため出走取消。
〔制裁〕 レッドペルーシュ号の調教師宗像義忠は，同馬の管理上の注意義務を怠り，出走取消となったことについて過怠金

30，000円。

22068 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6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）

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

815 アドアステラ 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B452－ 41：53．3 10．5�
611 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 450＋ 21：53．4� 6．5�
23 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 456＋ 61：53．61� 6．4�
11 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 内田 博幸堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462＋ 81：53．7� 89．2�
58 コーンフィールド 牝3黒鹿52 松山 弘平 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486－16 〃 アタマ 16．5	
814� 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 B460－ 21：53．91� 35．5

22 エスシーヴィオラ 牝3栗 52 丸田 恭介工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 486－ 21：54．0クビ 37．9�
34 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 484＋ 21：54．21� 65．7�
712 レッドウッドヒル 牝3栗 52 江田 照男須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B474－ 61：54．62� 22．7�
46 スイートフィル 牝3芦 52 野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 462＋ 61：54．71 27．0�
35 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468± 01：55．01� 7．2�
59 スティルライフ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 462＋ 61：55．53 16．6�
610 アサクサマヤ 牝5鹿 55 津村 明秀蛭田 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484－101：55．6� 32．4�
47 メテオダヴリル 牝3鹿 52 菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋101：55．7� 2．5�
713 カイトレッド 牝4鹿 55 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 466＋101：56．33� 114．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，221，600円 複勝： 75，574，500円 枠連： 21，962，200円
馬連： 96，981，600円 馬単： 35，757，400円 ワイド： 88，261，200円
3連複： 149，162，600円 3連単： 149，246，200円 計： 662，167，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 230円 � 200円 � 210円 枠 連（6－8） 2，340円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，070円 �� 480円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 55，600円

票 数

単勝票数 計 452216 的中 � 34304（5番人気）
複勝票数 計 755745 的中 � 82250（4番人気）� 102001（2番人気）� 97007（3番人気）
枠連票数 計 219622 的中 （6－8） 7253（12番人気）
馬連票数 計 969816 的中 �� 17797（13番人気）
馬単票数 計 357574 的中 �� 3010（30番人気）
ワイド票数 計 882612 的中 �� 19078（12番人気）�� 20456（11番人気）�� 50516（3番人気）
3連複票数 計1491626 的中 ��� 16634（19番人気）
3連単票数 計1492462 的中 ��� 1946（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．7―50．1―1：02．6―1：14．9―1：27．9―1：40．5

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

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

勝馬の
紹 介

アドアステラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．9．9 中山4着

2016．4．8生 牝5栗 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 31戦2勝 賞金 51，970，000円
〔その他〕 カイトレッド号は，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。



22069 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

46 クロンターフ 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：33．7 5．0�
22 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508＋ 8 〃 クビ 10．2�
45 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524＋181：33．8クビ 5．5�
712 シュバルツボンバー �6鹿 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：34．01	 120．7�
33 フラーズダルム 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 4．3	
58 チビラーサン 牝5栗 55 幸 英明瀬谷 
雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 41：34．1クビ 75．5�
813 デルマセイシ 牝3青鹿52 武藤 雅浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 41：34．31
 35．2�
711 スイートセント 牝5鹿 55 菅原 明良 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444－10 〃 ハナ 10．1
57 エバーミランダ 牝6鹿 55 内田 博幸宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448＋ 8 〃 アタマ 66．5�
11 ミモザイエロー 牝5栗 55 福永 祐一青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 470－ 41：34．51	 25．3�
814 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 吉田 豊近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム B454－ 41：34．6	 365．8�
610 アラビアンナイト 牝3青鹿52 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 436－ 41：34．92 3．0�
34 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 永野 猛蔵大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 21：35．42	 421．7�
69 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B508－ 21：37．2大差 231．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，475，600円 複勝： 91，213，000円 枠連： 22，821，200円
馬連： 126，360，500円 馬単： 49，664，000円 ワイド： 90，106，800円
3連複： 178，953，200円 3連単： 223，006，900円 計： 844，601，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 250円 � 210円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 930円 �� 580円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 22，610円

票 数

単勝票数 計 624756 的中 � 99598（3番人気）
複勝票数 計 912130 的中 � 132622（3番人気）� 88454（5番人気）� 111256（4番人気）
枠連票数 計 228212 的中 （2－4） 14658（4番人気）
馬連票数 計1263605 的中 �� 39006（11番人気）
馬単票数 計 496640 的中 �� 8687（19番人気）
ワイド票数 計 901068 的中 �� 24377（13番人気）�� 41238（7番人気）�� 28173（10番人気）
3連複票数 計1789532 的中 ��� 34104（14番人気）
3連単票数 計2230069 的中 ��� 7148（85番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．6―11．9―11．9―11．3―10．9―12．2

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

勝馬の
紹 介

クロンターフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2020．9．6 新潟7着

2018．3．31生 牡3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 5戦3勝 賞金 27，715，000円
※ドゥリトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22070 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・左）
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1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎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）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 カイザーミノル 牡5鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B468－ 21：21．0 3．8�
818 ルッジェーロ 	6黒鹿56 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510－ 21：21．11 18．5�
612 ダディーズビビッド 牡3鹿 53 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 500＋ 81：21．31 8．2�
714 ビッククインバイオ 牝4栗 54 戸崎 圭太バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 クビ 8．8�
510 ザイツィンガー 牡5芦 56 石橋 脩永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428＋ 41：21．4
 19．2�
48 カリオストロ 牝4鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム B452－ 81：21．5クビ 63．2	
24 アンコールプリュ 牝6黒鹿54 武藤 雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 59．7

35 デュープロセス 牡5栗 58 柴田 善臣ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 476－ 8 〃 アタマ 86．0�
11 ヤマカツマーメイド 牝4鹿 54 宮崎 北斗山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B492－ 2 〃 クビ 78．0�
36 ナランフレグ 牡5栗 56 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 492＋ 6 〃 アタマ 7．3
817 ハーフバック 牝5黒鹿54 江田 照男本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 482＋ 41：21．6アタマ 22．0�
12 ダノンチェイサー 牡5鹿 57 津村 明秀�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：21．71 12．3�
715 ミラアイトーン 牡7青鹿57 石川裕紀人島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 552－ 21：21．8クビ 63．4�
23 ガ ゼ ボ 牡6青 56 松山 弘平吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 544± 01：21．9
 13．8�
611 エレナアヴァンティ 牝4鹿 54 木幡 初也加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 464＋ 2 〃 アタマ 69．2�
47 アフランシール 牝5鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 61：22．0� 28．9�
59 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464＋ 2 〃 アタマ 206．3�
816 ヴェスターヴァルト 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：22．21� 5．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 79，741，400円 複勝： 122，427，100円 枠連： 43，070，700円
馬連： 196，418，400円 馬単： 64，971，200円 ワイド： 154，496，600円
3連複： 327，194，900円 3連単： 320，823，500円 計： 1，309，143，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 420円 � 300円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 770円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 49，530円

票 数

単勝票数 計 797414 的中 � 165239（1番人気）
複勝票数 計1224271 的中 � 236122（1番人気）� 64458（8番人気）� 96814（4番人気）
枠連票数 計 430707 的中 （7－8） 87556（1番人気）
馬連票数 計1964184 的中 �� 44949（10番人気）
馬単票数 計 649712 的中 �� 9707（14番人気）
ワイド票数 計1544966 的中 �� 32236（9番人気）�� 53590（3番人気）�� 11366（47番人気）
3連複票数 計3271949 的中 ��� 23508（25番人気）
3連単票数 計3208235 的中 ��� 4696（114番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―11．9―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．2―46．1―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーミノル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．2．29生 牡5鹿 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 18戦5勝 賞金 124，329，000円

２レース目



22071 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第41回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．3
1：32．3

良
良

11 セ リ フ ォ ス 牡2栗 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 486＋ 61：33．8 4．5�
68 ア ラ イ バ ル 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：34．01� 2．9�
56 オタルエバー 牡2黒鹿54 幸 英明住谷幾久子氏 中竹 和也 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 41：34．1	 4．0�
811 コムストックロード 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：34．2クビ 36．9�
55 スタニングローズ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋101：34．3
 12．1	
79 キミワクイーン 牝2鹿 54 M．デムーロ浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 426＋ 21：34．51� 28．2

44 タガノフィナーレ 牝2黒鹿54 田辺 裕信八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：34．81	 81．6�
812 グランドライン 牡2青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 520＋ 61：34．9
 73．3�
33 ウインピクシス 牝2芦 54 丸山 元気�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 41：35．11
 17．7
67 クラウンドマジック 牡2黒鹿54 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 512＋161：35．2
 21．7�
22 ク レ イ ド ル 牝2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470＋14 〃 クビ 11．3�
710 サ イ ー ド 牡2鹿 54 戸崎 圭太前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 476＋10 〃 アタマ 56．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 320，376，900円 複勝： 306，300，000円 枠連： 96，132，700円 馬連： 629，960，400円 馬単： 254，158，300円
ワイド： 401，703，200円 3連複： 1，019，142，600円 3連単： 1，532，230，300円 5重勝： 825，836，200円 計： 5，385，840，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 260円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，950円

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

キャリーオーバー なし����� 815，350円

票 数

単勝票数 計3203769 的中 � 594453（3番人気）
複勝票数 計3063000 的中 � 548024（2番人気）� 762583（1番人気）� 533610（3番人気）
枠連票数 計 961327 的中 （1－6） 121491（2番人気）
馬連票数 計6299604 的中 �� 796161（1番人気）
馬単票数 計2541583 的中 �� 134694（4番人気）
ワイド票数 計4017032 的中 �� 462340（1番人気）�� 275500（3番人気）�� 391907（2番人気）
3連複票数 計10191426 的中 ��� 894727（1番人気）
3連単票数 計15322303 的中 ��� 223996（5番人気）
5重勝票数 計8258362 的中 ����� 709

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．3―11．7―10．8―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．2―48．5―1：00．2―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ リ フ ォ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Le Havre デビュー 2021．6．12 中京1着

2019．3．7生 牡2栗 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 2戦2勝 賞金 38，434，000円

22072 8月29日 晴 良 （3新潟4） 第6日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16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

35 ロードレイライン 牡3鹿 54 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 472＋ 41：10．6 2．1�
22 � ヴァンデリオン 牡4栗 57 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 482＋ 41：11．34 17．3�
610� リンカーンテソーロ 牡3栗 54 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 464＋101：11．4� 4．2�

47 � ショウナンマルーン 牡4芦 57 菅原 明良国本 哲秀氏 上原 博之 愛 John
O’Connor 506＋ 21：11．5� 61．3�

23 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 462－ 41：11．82 37．5�
815� ショーショーショー 牡4栃栗57 幸 英明吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 512－ 81：11．9� 32．1	
814 コミカライズ 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 450－ 61：12．11	 7．2

713 アテンフェアリー 牝5黒鹿 55

52 ▲原 優介齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 466－ 61：12．3
 100．3�
611�� ストロマンテ 牡4栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Brittas

House Stud 452＋ 61：12．4
 17．7�
712 エ レ グ ア 牡3鹿 54 吉田 豊豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 468± 01：12．5クビ 50．4
58 � タ ピ テ ー ル 牝3芦 52

50 ◇藤田菜七子吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya
Yoshida 500＋ 21：12．6
 5．5�

46 プレジールドビブル 牡4鹿 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 474± 01：12．7
 173．4�
59 � ジャヌーテソーロ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 田中 剛 新冠 石郷岡 雅樹 526＋ 21：13．12� 187．4�

34 トモジャバロンド 牡5黒鹿57 武士沢友治吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 498－ 21：13．31 232．1�
（14頭）

11 ア イ ス マ ン 牡3芦 54 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 456± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 127，893，700円 複勝： 140，003，400円 枠連： 45，246，600円
馬連： 233，398，900円 馬単： 101，831，300円 ワイド： 183，443，400円
3連複： 371，969，900円 3連単： 514，330，600円 計： 1，718，117，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 270円 � 150円 枠 連（2－3） 1，080円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 240円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 差引計1278937（返還計 9987） 的中 � 474115（1番人気）
複勝票数 差引計1400034（返還計 16147） 的中 � 371304（1番人気）� 96258（5番人気）� 233850（2番人気）
枠連票数 差引計 452466（返還計 17690） 的中 （2－3） 32325（5番人気）
馬連票数 差引計2333989（返還計 62818） 的中 �� 138324（4番人気）
馬単票数 差引計1018313（返還計 27182） 的中 �� 40178（6番人気）
ワイド票数 差引計1834434（返還計 60994） 的中 �� 116345（4番人気）�� 219733（1番人気）�� 55769（9番人気）
3連複票数 差引計3719699（返還計218956） 的中 ��� 163322（4番人気）
3連単票数 差引計5143306（返還計280961） 的中 ��� 48549（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．4―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．3
3 5，14（2，8）（9，10）（7，13）（15，12）4（6，11）3 4 5（2，14）（7，10）8（15，13，9）12－（3，4，11）6
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 6戦2勝 賞金 18，000，000円
〔競走除外〕 アイスマン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 1頭 シーオブドリームス号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤレビン号・コングールテソーロ号・スターファイター号・スパニエル号・ヨシオドライヴ号

５レース目



（3新潟4）第6日 8月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178頭 本 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

248，810，000円
28，150，000円
1，630，000円
30，340，000円
76，530，000円
5，807，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
929，080，900円
1，229，001，600円
330，876，200円
1，718，425，800円
738，827，700円
1，300，577，200円
2，775，059，800円
3，702，000，300円
825，836，200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 13，549，685，700円

総入場人員 1，954名 （有料入場人員 1，752名）
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