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22073 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7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

11 メイショウギガース 牡7青鹿60 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 490＋ 63：06．3 18．9�
22 � リ ッ ジ マ ン 牡8鹿 60 森 一馬�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 462＋ 23：06．4� 1．2�
57 アナンダライト �4栗 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 510－ 23：07．14 8．8�
45 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 482＋ 23：07．52 17．2�
33 レーヴドオルフェ 牡4栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 500－ 63：07．6	 8．3�
69 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 大江原 圭西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 476＋123：08．02� 151．6	
813 エ ウ ロ パ 牝4栗 58 伴 啓太 
コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 484－ 23：08．21
 134．2�
812 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 486± 03：09．37 59．1�
710� スフバータル �8栗 60 草野 太郎�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 498－163：09．4クビ 100．2
68 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿60 金子 光希門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 488－ 43：11．110 80．1�
56 モノポリーアイズ 牝4黒鹿58 石神 深一吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448＋ 83：12．810 32．9�
711 ミッキーマインド 牡6鹿 60 平沢 健治野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 480± 03：13．12 83．2�
44 カフェプリンス 牡5鹿 60 蓑島 靖典西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510± 03：16．7大差 50．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，849，100円 複勝： 78，658，900円 枠連： 8，227，400円
馬連： 31，719，600円 馬単： 21，141，300円 ワイド： 28，138，800円
3連複： 62，848，300円 3連単： 95，169，000円 計： 346，752，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 250円 � 110円 � 160円 枠 連（1－2） 990円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，120円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 208491 的中 � 8821（5番人気）
複勝票数 計 786589 的中 � 17686（5番人気）� 620997（1番人気）� 34177（3番人気）
枠連票数 計 82274 的中 （1－2） 6425（4番人気）
馬連票数 計 317196 的中 �� 24173（4番人気）
馬単票数 計 211413 的中 �� 4238（11番人気）
ワイド票数 計 281388 的中 �� 17844（4番人気）�� 5509（12番人気）�� 35351（2番人気）
3連複票数 計 628483 的中 ��� 29195（5番人気）
3連単票数 計 951690 的中 ��� 3759（52番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．5－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡7青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 トッカータ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トッカータ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月4日まで出走できない。

22074 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第2競走 ��1，800�2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
1：53．0
1：50．9

重
不良

814 エ ル パ ソ 牡2黒鹿54 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 454＋ 61：54．3 32．5�
34 セイウンハルカニ 牡2青鹿54 M．デムーロ西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 460± 01：54．51 2．9�
611 アトラクティーボ 牡2鹿 54 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－181：54．71� 4．1�
59 ラブパイロー 牝2青鹿54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 480＋ 41：54．91� 17．2�
22 ラインメッセージ 牡2鹿 54 菅原 明良大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 474± 01：55．32� 11．2�
713 グリーンライズ 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 446－121：55．61� 208．9	
815 トーセンコップ 牡2栗 54 吉田 豊島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B478－ 2 〃 ハナ 66．1�
46 エコロジェネラス 牡2鹿 54 嶋田 純次原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 488－121：56．13 4．7�
35 トーセンレガーロ 牡2栗 54 武士沢友治島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B494＋ 81：56．63 101．6
610 タッチフラッシュ 牡2黒鹿54 石川裕紀人中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 大柳ファーム 460± 01：57．23� 17．4�
712 テイエムクロマル 牡2黒鹿54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 480＋ 21：58．15 133．1�
23 ヨンセンハッセン 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 458± 0 〃 クビ 292．5�
58 ニシノブチヌケ 牡2栗 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 538－ 21：58．2� 20．2�
11 マ ヨ ン 牡2黒鹿54 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 460－ 21：58．62� 25．2�
47 ブライトデジール 牡2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 本間 忍 青森 久保フアーム 458＋122：00．5大差 31．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，316，500円 複勝： 51，589，200円 枠連： 10，572，800円
馬連： 56，568，300円 馬単： 23，115，500円 ワイド： 51，881，900円
3連複： 85，575，300円 3連単： 88，273，700円 計： 403，893，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 530円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 3，330円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，620円 �� 330円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 63，800円

票 数

単勝票数 計 363165 的中 � 9477（10番人気）
複勝票数 計 515892 的中 � 15634（10番人気）� 130713（1番人気）� 101109（2番人気）
枠連票数 計 105728 的中 （3－8） 2454（15番人気）
馬連票数 計 565683 的中 �� 8688（20番人気）
馬単票数 計 231155 的中 �� 1365（44番人気）
ワイド票数 計 518819 的中 �� 9619（19番人気）�� 7625（23番人気）�� 45174（1番人気）
3連複票数 計 855753 的中 ��� 9008（25番人気）
3連単票数 計 882737 的中 ��� 1003（204番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．4―50．7―1：03．9―1：16．0―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ル パ ソ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．19 東京15着

2019．4．9生 牡2黒鹿 母 ゴールドカルラ 母母 ハッピーマキシマム 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライトデジール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブレットフライ号

第４回 新潟競馬 第７日



22075 9月4日 小雨 稍重 （3新潟4） 第7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

22 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± 01：50．8 2．0�
35 スマイルヴィヴァン 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 428－ 41：52．18 34．2�
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 464－ 81：52．63 8．3�
34 ハローマイキー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B466＋ 21：53．77 8．0�
713 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 B506＋ 2 〃 ハナ 30．9�
814 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD B474＋ 21：53．8クビ 7．5	
47 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 468＋ 21：54．33 12．7

712 バーガンディ 牡3黒鹿56 木幡 巧也山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 454＋ 41：54．61� 20．6�
58 カ ザ ル ス 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B494＋ 61：54．7� 175．3�
610 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 B494－ 6 〃 ハナ 54．5�
11 ミッキーセサミ 牡3青鹿56 武藤 雅野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 8．0�
59 クリスタルスワン 牝3芦 54 M．デムーロ岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 476－241：55．34 65．7�
815 マ イ バ ウ ム 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 101．2�
46 エブリーエックス 牝3栗 54 吉田 豊深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 490－ 41：55．4� 276．4�
611 ル ム ロ ン 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 482－101：55．92� 66．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，358，500円 複勝： 57，848，500円 枠連： 13，050，300円
馬連： 56，898，700円 馬単： 25，730，900円 ワイド： 55，386，900円
3連複： 90，489，600円 3連単： 99，526，300円 計： 436，289，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 460円 � 200円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 270円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 21，500円

票 数

単勝票数 計 373585 的中 � 147636（1番人気）
複勝票数 計 578485 的中 � 188760（1番人気）� 20902（7番人気）� 65076（3番人気）
枠連票数 計 130503 的中 （2－3） 18937（2番人気）
馬連票数 計 568987 的中 �� 17790（7番人気）
馬単票数 計 257309 的中 �� 5229（11番人気）
ワイド票数 計 553869 的中 �� 12726（13番人気）�� 61318（1番人気）�� 5440（28番人気）
3連複票数 計 904896 的中 ��� 17583（12番人気）
3連単票数 計 995263 的中 ��� 3355（66番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―12．6―12．3―12．1―12．3―12．2―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―1：13．4―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンリンポチェ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2020．11．22 東京10着

2018．5．4生 牡3鹿 母 レゾリューション 母母 オオシマルチア 6戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルムロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シングンジョーイ号

22076 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第4競走 ��3，250�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．7良

810 バイオレントブロー �6黒鹿60 白浜 雄造 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 494± 03：33．3 4．8�
33 シャリオヴァルト �8鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 23：33．5� 40．8�
22 ノーザンクリス 牡6芦 60 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 524－ 63：33．92	 19．6�
66 マイネルパラディ �7芦 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 472－ 63：34．11
 5．7�
44 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 518＋ 43：34．63 73．5	
11 タイセイソニック 牡6黒鹿60 伴 啓太田中 成奉氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 國男 478＋ 63：34．7	 4．0

67 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 488－ 43：34．8クビ 6．1�
78 � カポラヴォーロ �6栗 60 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 508－ 63：36．07 20．8�

79 テイエムチューハイ 牡7黒鹿60 平沢 健治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B464＋ 23：37．06 3．2
811 アキリザーブ 牝4黒鹿58 江田 勇亮石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 486± 03：42．7大差 80．0�

（10頭）
55 トーアディラン �8栗 61 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 484－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，317，600円 複勝： 25，840，900円 枠連： 7，911，000円
馬連： 35，169，400円 馬単： 17，663，500円 ワイド： 25，659，500円
3連複： 53，219，600円 3連単： 71，578，300円 計： 258，359，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 720円 � 450円 枠 連（3－8） 5，550円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，620円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 27，470円 3 連 単 ��� 126，570円

票 数

単勝票数 差引計 213176（返還計 4547） 的中 � 35299（3番人気）
複勝票数 差引計 258409（返還計 4650） 的中 � 50301（1番人気）� 7754（8番人気）� 13155（7番人気）
枠連票数 差引計 79110（返還計 5599） 的中 （3－8） 1104（16番人気）
馬連票数 差引計 351694（返還計 17186） 的中 �� 5098（19番人気）
馬単票数 差引計 176635（返還計 8459） 的中 �� 1400（34番人気）
ワイド票数 差引計 256595（返還計 14152） 的中 �� 3244（25番人気）�� 4145（18番人気）�� 1532（30番人気）
3連複票数 差引計 532196（返還計 52792） 的中 ��� 1453（67番人気）
3連単票数 差引計 715783（返還計 63083） 的中 ��� 410（304番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．3－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオレントブロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．3 阪神2着

2015．4．15生 �6黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 障害：6戦2勝 賞金 24，590，000円
〔競走除外〕 トーアディラン号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。



22077 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左）

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

中央レコード
2：01．3
1：58．9

良
良

66 キャンデセント 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―2：04．8 1．5�

33 ローシャムパーク 牡2鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486 ―2：05．11� 8．0�
89 マリノプリエール 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 470 ―2：05．31� 14．7�
78 ラ フ シ ー 牡2青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526 ―2：05．4� 17．7�
55 フ ェ リ シ ダ 牝2鹿 54 津村 明秀濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 むかわ 市川牧場 438 ―2：05．51 54．1	
810 フォーグッド 牡2黒鹿54 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506 ―2：05．71� 5．2

11 � キミコソシャチョウ 牡2芦 54 M．デムーロ �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-

ners8，LLC 490 ―2：05．9� 17．3�
44 � タイムトゥゴー 牡2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 鈴木慎太郎 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 502 ―2：06．11� 24．6�
77 ハコダテジョー 牡2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 456 ―2：06．52 98．1
22 シ ャ ン ダ ス 牡2栗 54 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 464 ―2：06．6� 45．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，285，700円 複勝： 70，832，800円 枠連： 10，224，700円
馬連： 53，229，000円 馬単： 33，726，500円 ワイド： 45，333，700円
3連複： 76，377，200円 3連単： 132，733，900円 計： 475，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 532857 的中 � 268317（1番人気）
複勝票数 計 708328 的中 � 402095（1番人気）� 63899（3番人気）� 53932（4番人気）
枠連票数 計 102247 的中 （3－6） 11609（2番人気）
馬連票数 計 532290 的中 �� 62609（2番人気）
馬単票数 計 337265 的中 �� 34635（2番人気）
ワイド票数 計 453337 的中 �� 48100（2番人気）�� 36225（3番人気）�� 10975（11番人気）
3連複票数 計 763772 的中 ��� 37833（6番人気）
3連単票数 計1327339 的中 ��� 23211（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．0―50．9―1：04．0―1：16．6―1：29．0―1：41．0―1：52．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

キャンデセント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry 初出走

2019．3．4生 牡2鹿 母 トータルヒート 母母 Lethal Heat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ローシャムパーク号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：4番・2番）

22078 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

36 ブラウシュヴァルツ 牡3青 56 石川裕紀人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492－ 41：35．6 4．4�
713 エ ア リ エ ル 牝3黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 432－ 21：35．7� 13．3�
816 アクアマリンブルー �3栗 56 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 163．5�
611 ナインストーリーズ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 396＋ 8 〃 クビ 62．0�
35 レッドヴィエント 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 白老 社台牧場 516 ― 〃 クビ 56．9	
47 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 462＋ 21：35．91 15．2

510 ブルーライト 牝3黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 430± 0 〃 ハナ 8．5�
612 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 424－ 4 〃 クビ 132．9�
817 センドハーマイラブ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子道場 宏氏 的場 均 浦河 辻 牧場 438± 0 〃 ハナ 84．1
12 � ハイレジリエンス 牡3鹿 56 菅原 明良 �ビッグレッドファーム 高木 登 英 Cheveley Park

Stud Ltd 474± 01：36．1� 14．3�
714 デルマムリョウ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 454－ 21：36．2� 40．0�
11 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 436－ 41：36．3クビ 5．5�
23 ヒーローネバーダイ 牡3鹿 56 武藤 雅木部 厳生氏 大和田 成 日高 木部ファーム 494－ 2 〃 クビ 20．5�
48 インテグリフォリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 アタマ 10．1�
715 クリノグリゴロス 牡3栗 56 菅原 隆一栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 486－ 21：36．72� 367．7�
59 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± 01：36．8クビ 3．6�
24 シングンジョーイ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 442－10 〃 アタマ 224．8�
818 ス タ ー マ ン �3黒鹿 56

53 ▲原 優介坂巻 勝彦氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 430－161：38．29 249．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，814，400円 複勝： 55，098，400円 枠連： 17，776，300円
馬連： 64，654，600円 馬単： 23，716，400円 ワイド： 58，116，700円
3連複： 96，618，400円 3連単： 97，771，600円 計： 449，566，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 340円 � 3，830円 枠 連（3－7） 2，780円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 12，880円 �� 19，610円

3 連 複 ��� 173，770円 3 連 単 ��� 571，640円

票 数

単勝票数 計 358144 的中 � 65084（2番人気）
複勝票数 計 550984 的中 � 71919（3番人気）� 43477（5番人気）� 3072（15番人気）
枠連票数 計 177763 的中 （3－7） 4948（10番人気）
馬連票数 計 646546 的中 �� 14850（14番人気）
馬単票数 計 237164 的中 �� 2857（24番人気）
ワイド票数 計 581167 的中 �� 10681（19番人気）�� 1147（73番人気）�� 752（93番人気）
3連複票数 計 966184 的中 ��� 417（269番人気）
3連単票数 計 977716 的中 ��� 124（1162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―12．5―12．2―11．5―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．8―48．3―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4F47．3―3F35．1
3 6（2，3）1（5，12，14）（11，13）（10，16）（7，17）15（4，9）（8，18） 4 6，3（2，1）12（5，14）（10，11，13）（7，16）（4，9，17，15，18）－8

勝馬の
紹 介

ブラウシュヴァルツ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．9．12 中山5着

2018．2．9生 牡3青 母 マ ン ド ゥ ラ 母母 Mandellicht 5戦1勝 賞金 8，310，000円
〔制裁〕 デルマムリョウ号の騎手小林脩斗は，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：9番）
〔3走成績による出走制限〕 センドハーマイラブ号・クリノグリゴロス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月4日まで

平地競走に出走できない。
※シングンジョーイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22079 9月4日 雨 稍重 （3新潟4） 第7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

713 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 菅原 明良�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 436－ 41：47．6 22．1�
510 サンフローリス 牝3栗 54 嶋田 純次桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 430＋ 41：47．71 6．1�
715 マイネルダンク 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵 �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 432－ 41：47．8クビ 17．3�

35 ギャラクシーエッジ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－ 41：48．22� 2．0	
47 シャドウアルテミス 牝3青鹿54 福永 祐一飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 426－ 41：48．41� 54．0

818 フ ル フ ィ ル 牝3鹿 54 石川裕紀人大塚 亮一氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 454－ 21：48．61 53．8�
817 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 500－ 81：48．7� 13．6�
48 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 444＋ 21：48．8� 57．5
714 スマイルフェアリー 牝3青 54 田辺 裕信飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 448－ 8 〃 クビ 10．9�
59 シゲルシャイン 牡3鹿 56 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 B466－ 4 〃 ハナ 18．5�
24 パッドゥラパン 牝3芦 54

51 ▲原 優介�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 B450± 01：49．01� 220．7�
816 デモネタブンキット 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 428－ 21：49．53 340．9�
611 キャラクターピース 牝3栗 54 武士沢友治�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 462＋ 21：49．71� 303．6�
11 エンプレスソウル 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：49．8� 6．0�
23 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468± 01：49．9クビ 30．9�
612 ボ ラ ヘ 牝3芦 54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 422－ 41：50．21� 398．6�
12 エレガンスルブラ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �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 420－ 41：50．3� 58．2�

36 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 462－ 61：51．89 208．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，940，200円 複勝： 62，620，600円 枠連： 18，882，300円
馬連： 71，636，600円 馬単： 34，936，000円 ワイド： 68，178，300円
3連複： 111，261，700円 3連単： 147，804，800円 計： 563，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 600円 � 240円 � 590円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，730円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 17，930円 3 連 単 ��� 140，620円

票 数

単勝票数 計 479402 的中 � 17285（8番人気）
複勝票数 計 626206 的中 � 25160（9番人気）� 81905（2番人気）� 25795（8番人気）
枠連票数 計 188823 的中 （5－7） 13181（4番人気）
馬連票数 計 716366 的中 �� 11133（17番人気）
馬単票数 計 349360 的中 �� 2150（38番人気）
ワイド票数 計 681783 的中 �� 12794（15番人気）�� 6310（32番人気）�� 14683（12番人気）
3連複票数 計1112617 的中 ��� 4653（56番人気）
3連単票数 計1478048 的中 ��� 762（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―47．9―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク オ ン タ ム �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．9．26 中山5着

2018．6．20生 牝3芦 母 パリサンジェルマン 母母 シアトルギャル 17戦1勝 賞金 12，340，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンスノー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月4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〕 キャラクターピース号・ボラヘ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月4日まで平地競

走に出走できない。

22080 9月4日 雨 稍重 （3新潟4） 第7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）

牝；負担重量は，3歳53�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
1：09．1
1：08．5

重
重

611 ビップエレナ 牝3芦 53
50 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 470± 01：10．6 18．4�

610 チャイブテソーロ 牝3栗 53 石橋 脩了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 480± 01：10．92 4．8�

47 � スマートレジーナ 牝5鹿 55 吉田 豊大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス
マート 438－101：11．21� 108．0�

815 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 484－ 41：11．3クビ 42．3�

34 アラカザーム 牝3栗 53
50 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 446－ 21：11．4� 14．8�

22 スイーツビュッフェ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 21：11．61� 23．3	
35 シーオブドリームス 牝3青鹿53 津村 明秀
大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474＋141：11．7クビ 3．2�
46 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 456＋ 41：11．8� 3．9�

23 ピュアプリンセス 牝4栗 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 498＋281：11．9クビ 96．2
712 セレンゲティ 牝3芦 53 菅原 明良 
サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 ハナ 15．5�
58 エピックガール 牝5鹿 55 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 442± 01：12．0� 13．5�
814 サンマルセレッソ 牝3鹿 53

51 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 428－ 2 〃 ハナ 11．2�
59 � ルミエールソレイユ 牝5栗 55 野中悠太郎岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：12．1� 58．9�
11 エレガンテレイナ 牝4鹿 55 武藤 雅 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：12．2� 50．2�
713 ディアコニア 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 育也 
サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 484＋181：12．83� 76．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，699，000円 複勝： 60，029，000円 枠連： 16，352，700円
馬連： 77，667，600円 馬単： 28，384，400円 ワイド： 67，514，600円
3連複： 110，856，400円 3連単： 110，797，600円 計： 510，301，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 390円 � 220円 � 1，970円 枠 連（6－6） 3，400円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 11，270円 �� 8，480円

3 連 複 ��� 93，730円 3 連 単 ��� 539，110円

票 数

単勝票数 計 386990 的中 � 16747（8番人気）
複勝票数 計 600290 的中 � 39561（5番人気）� 86900（3番人気）� 6567（14番人気）
枠連票数 計 163527 的中 （6－6） 3719（17番人気）
馬連票数 計 776676 的中 �� 17224（14番人気）
馬単票数 計 283844 的中 �� 2440（36番人気）
ワイド票数 計 675146 的中 �� 17203（11番人気）�� 1510（76番人気）�� 2012（67番人気）
3連複票数 計1108564 的中 ��� 887（219番人気）
3連単票数 計1107976 的中 ��� 149（1179番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．9―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップエレナ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 El Prado デビュー 2020．9．20 中山15着

2018．4．7生 牝3芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 8戦2勝 賞金 15，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ディープブルーム号・ピラミデ号・ヤンチャプリヒメ号



22081 9月4日 雨 稍重 （3新潟4） 第7日 第9競走 ��2，200�
ひ ょ う こ

瓢 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

67 レヴェッツァ 牡3鹿 54 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：15．3 1．6�
11 レットミーアウト 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 62：15．51 132．0�
22 マイネルマーティン 牡3栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 62：16．03 6．6�
812 パーディシャー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 42：16．42� 12．9�
55 レンツシュピッツェ 牡3栗 54 津村 明秀�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 468－102：16．5クビ 6．9	
710 ジューンバラード 牝5青鹿55 武藤 雅吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 432± 02：16．6� 29．7

33 マイネルクロンヌ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 508－ 82：16．81� 84．9�
44 エ デ リ ー 牡5鹿 57 木幡 育也ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B548－ 22：16．9� 32．4�
79 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 54 菅原 明良 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 62：17．0� 17．1
68 コスモブルーノーズ 牡4芦 57 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ムラカミファーム 428＋14 〃 アタマ 15．5�
56 ラヴィアンレーヴ �5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム B446＋ 22：17．21� 29．6�
811 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 472－ 22：17．51	 76．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，432，400円 複勝： 158，532，400円 枠連： 15，835，500円
馬連： 84，887，100円 馬単： 48，171，900円 ワイド： 67，018，300円
3連複： 126，918，000円 3連単： 223，244，300円 計： 764，039，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，490円 � 150円 枠 連（1－6） 5，600円

馬 連 �� 8，080円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 230円 �� 6，320円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 52，000円

票 数

単勝票数 計 394324 的中 � 196968（1番人気）
複勝票数 計1585324 的中 � 1193887（1番人気）� 5377（12番人気）� 100421（2番人気）
枠連票数 計 158355 的中 （1－6） 2189（14番人気）
馬連票数 計 848871 的中 �� 8140（18番人気）
馬単票数 計 481719 的中 �� 4277（20番人気）
ワイド票数 計 670183 的中 �� 5213（29番人気）�� 94850（1番人気）�� 2347（44番人気）
3連複票数 計1269180 的中 ��� 7986（34番人気）
3連単票数 計2232443 的中 ��� 3112（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―24．6―36．9―49．3―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．6―1：51．6―2：03．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
1（5，12）10－（2，7）（4，9）（3，8）（6，11）・（1，5）（2，10，7，12）8（4，3，9）（6，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レヴェッツァ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 City Banker デビュー 2020．11．22 阪神4着

2018．1．26生 牡3鹿 母 コンヴィクションⅡ 母母 Cronwell Land 7戦2勝 賞金 29，083，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

22082 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第10競走 ��2，000�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス，2．9．5以降3．8．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 280，000円 80，000円 40，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

33 フェアリーグルーヴ 牝4鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 440－ 62：01．7 9．0�
710 シーリアスラブ 牡5鹿 55 M．デムーロ吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 22．6�
69 トゥルーヴィル 牡4鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 02：02．01� 1．8�
57 ディアセオリー 牡4鹿 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 494± 0 〃 ハナ 10．3�
56 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿53 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 456－ 8 〃 クビ 16．3	
44 ナスノフォルテ 牝4黒鹿52 菅原 明良
須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 488＋ 22：02．1クビ 41．0�
45 グ ラ ナ タ ス �5鹿 53 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 クビ 87．4�
22 エクセレントタイム 牡3鹿 53 武藤 雅 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－102：02．2� 7．6
813 シャドウセッション �5鹿 55 石川裕紀人飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520－ 4 〃 アタマ 37．2�
68 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿53 吉田 豊 �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± 02：02．3� 13．1�
11 カ リ ン カ 牝6黒鹿53 三浦 皇成寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 440＋202：02．82� 19．7�
711 シゲルソウサイ 牡3鹿 53 石橋 脩森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 492＋ 42：02．9� 12．4�
812 ナックジーニアス 牡4栗 53 丸田 恭介小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 514－ 22：03．53� 148．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，834，500円 複勝： 88，024，500円 枠連： 22，914，200円
馬連： 123，407，200円 馬単： 55，995，800円 ワイド： 94，554，100円
3連複： 197，644，600円 3連単： 250，066，400円 計： 891，441，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 340円 � 110円 枠 連（3－7） 3，640円

馬 連 �� 9，110円 馬 単 �� 17，600円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 44，680円

票 数

単勝票数 計 588345 的中 � 51813（3番人気）
複勝票数 計 880245 的中 � 74977（4番人気）� 44298（6番人気）� 323967（1番人気）
枠連票数 計 229142 的中 （3－7） 4870（14番人気）
馬連票数 計1234072 的中 �� 10493（29番人気）
馬単票数 計 559958 的中 �� 2386（54番人気）
ワイド票数 計 945541 的中 �� 10373（26番人気）�� 63553（3番人気）�� 40620（7番人気）
3連複票数 計1976446 的中 ��� 35850（16番人気）
3連単票数 計2500664 的中 ��� 4057（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．7―49．1―1：01．8―1：14．5―1：26．4―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアリーグルーヴ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 中山9着

2017．4．20生 牝4鹿 母 グルーヴィクイーン 母母 イントゥザグルーヴ 9戦3勝 賞金 32，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



22083 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第11競走 ��
��1，800�

ふるまち

古町ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 フ ロ ー リ ン 牡6栗 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 41：50．1 23．0�

814 ゴールドパラディン 牡4栗 57 石橋 脩 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 422－ 4 〃 アタマ 3．4�

34 � ニュートンテソーロ 牡4鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC 500－ 61：50．73	 3．1�
611 フルデプスリーダー 牡4鹿 57 津村 明秀小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490＋ 61：50．8
 4．4�
46 カフェスペランツァ 牡4鹿 57 武藤 雅西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 4 〃 ハナ 31．6�
35 サンレイファイト 牡5栗 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 468± 01：51．33 65．0	
58 スズカゴウケツ 牡4鹿 57 菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 81：51．62 10．2

23 � リュウノゾロ �4鹿 57 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 B482＋ 41：51．7クビ 93．8�
815 アーバンイェーガー 牡7黒鹿57 柴田 善臣村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 510－ 61：51．91 105．5�
47 キャンディスイート 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 482＋ 21：52．0	 45．7
712 キタノオクトパス 牡4鹿 57 永野 猛蔵北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 552＋ 2 〃 アタマ 24．1�
59 ロ ジ テ ィ ナ 牡6黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 538－ 21：52．1クビ 158．5�
11 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿55 木幡 育也松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 2 〃 クビ 27．0�
713 トランスナショナル �5栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478－141：53．37 18．1�
22 キャノンバローズ �5鹿 57 森 一馬猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B454＋101：53．72	 22．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 93，824，100円 複勝： 125，924，200円 枠連： 51，797，000円
馬連： 270，646，100円 馬単： 96，388，900円 ワイド： 176，604，000円
3連複： 431，484，400円 3連単： 501，933，800円 計： 1，748，602，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 340円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 800円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 27，530円

票 数

単勝票数 計 938241 的中 � 32569（7番人気）
複勝票数 計1259242 的中 � 67673（5番人気）� 233376（2番人気）� 293892（1番人気）
枠連票数 計 517970 的中 （6－8） 55361（3番人気）
馬連票数 計2706461 的中 �� 54772（14番人気）
馬単票数 計 963889 的中 �� 6815（34番人気）
ワイド票数 計1766040 的中 �� 34929（14番人気）�� 52185（6番人気）�� 205631（1番人気）
3連複票数 計4314844 的中 ��� 115309（5番人気）
3連単票数 計5019338 的中 ��� 13217（72番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．7―12．1―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�
12．4―23．2―35．1―47．8―59．9―1：12．2―1：24．9―1：37．4

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

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

勝馬の
紹 介

フ ロ ー リ ン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．6．17 阪神4着

2015．4．26生 牡6栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 17戦4勝 賞金 62，736，000円
〔騎手変更〕 キャンディスイート号の騎手江田照男は，病気のため三浦皇成に変更。
※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） 5頭 ギャラクシーソウル号・キンノマサカリ号・ショウナンナデシコ号・ダッチマン号・デルマオニキス号

22084 9月4日 曇 稍重 （3新潟4） 第7日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

816 アップストリーム 牝3黒鹿53 石川裕紀人下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 474＋ 81：34．8 4．2�
59 � ザスリーサーティ 牡6青鹿57 菅原 明良諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480－ 61：35．0� 38．5�
36 トーセンメラニー 牝3黒鹿 53

50 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 468± 0 〃 クビ 4．3�

818 スリートップキズナ 牡3黒鹿 55
52 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446－ 41：35．1クビ 4．9�

47 トゥルーアート 牝3鹿 53 三浦 皇成 	キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462－ 21：35．2� 23．0

612 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 武藤 雅 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 21：35．41	 50．1�
715 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 31．9�
12 ラッシュアップ 牡4青鹿57 田辺 裕信 	社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 542＋ 4 〃 ハナ 28．9
11 アドマイヤハレー 牡3青鹿55 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 454－ 41：35．61	 34．5�
817� ベルクハイム 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 548＋121：35．7クビ 224．0�

35 トライフォーリアル 
4栗 57 木幡 巧也 	シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B488－ 41：36．01� 14．7�
714 コンソレーション 牡3青 55 嶋田 純次伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋161：36．21� 171．2�
23 グ ラ ヴ ィ ル 牝3黒鹿53 M．デムーロ 	社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B508＋14 〃 クビ 6．2�
713 フェアリーリング 牝3鹿 53 津村 明秀	髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 432＋121：36．3クビ 93．2�
24 ラ ヴ ォ ル タ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 	キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490＋121：36．4� 7．8�
510 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 512＋ 21：36．61� 79．1�
611 グランスエーニョ 
3鹿 55 野中悠太郎 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480－121：36．91� 143．9�
48 � ペガサスターボ 牡4鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 524＋201：37．21� 284．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 102，381，400円 複勝： 126，888，400円 枠連： 56，534，500円
馬連： 189，584，600円 馬単： 68，826，200円 ワイド： 162，602，900円
3連複： 326，855，800円 3連単： 338，158，900円 計： 1，371，832，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 480円 � 160円 枠 連（5－8） 3，840円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 390円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 82，510円

票 数

単勝票数 計1023814 的中 � 191371（1番人気）
複勝票数 計1268884 的中 � 207435（2番人気）� 50413（7番人気）� 237826（1番人気）
枠連票数 計 565345 的中 （5－8） 11394（14番人気）
馬連票数 計1895846 的中 �� 16043（31番人気）
馬単票数 計 688262 的中 �� 3275（55番人気）
ワイド票数 計1626029 的中 �� 16258（31番人気）�� 119411（1番人気）�� 17134（28番人気）
3連複票数 計3268558 的中 ��� 21704（32番人気）
3連単票数 計3381589 的中 ��� 2971（264番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．4―12．4―12．2―11．4―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．6―48．0―1：00．2―1：11．6―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップストリーム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．1 東京3着

2018．1．20生 牝3黒鹿 母 ア ユ サ ン 母母 バイザキャット 8戦2勝 賞金 21，170，000円
〔騎手変更〕 シベール号の騎手江田照男は，病気のため武藤雅に変更。
※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） 1頭 サナチャン号
（非抽選馬） 2頭 アルタグラシア号・ヴィクトワールメイ号



（3新潟4）第7日 9月4日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

204，960，000円
9，940，000円
18，010，000円
1，440，000円
22，680，000円
73，366，000円
6，087，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
586，053，400円
961，887，800円
250，078，700円
1，116，068，800円
477，797，300円
900，989，700円
1，770，149，300円
2，157，058，600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 8，220，083，600円

総入場人員 2，840名 （有料入場人員 1，651名）
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