
21001 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

33 シルヴァーデューク 牡2鹿 54 福永 祐一田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 456－ 61：48．1 1．2�
55 モンドプリューム 牡2鹿 54 三浦 皇成落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 480－101：48．52� 7．0�
44 ダンツビガー 牡2黒鹿54 横山 典弘山元 哲二氏 四位 洋文 日高 スマイルファーム 486＋161：48．71� 13．3�
66 サトノウェーブ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 田中 博康 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 2 〃 アタマ 10．5�
22 マイバラード 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 荻伏三好フ

アーム 442± 01：48．8� 43．9	
77 キタノチャリブル 牡2青鹿 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 小西 一男 新冠 タニグチ牧場 440－ 41：49．33 15．6

11 セイカベラトリクス 牝2鹿 54 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 458－141：50．910 122．0�
88 ハイファイヴ 牡2鹿 54 松山 弘平吉田 安惠氏 堀内 岳志 安平 追分ファーム 482－ 61：51．21� 40．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，246，900円 複勝： 132，493，700円 枠連： 発売なし
馬連： 45，327，000円 馬単： 38，031，600円 ワイド： 41，193，200円
3連複： 70，213，100円 3連単： 182，038，800円 計： 551，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 370円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 422469 的中 � 268591（1番人気）
複勝票数 計1324937 的中 � 1060155（1番人気）� 90789（2番人気）� 43531（4番人気）
馬連票数 計 453270 的中 �� 133776（1番人気）
馬単票数 計 380316 的中 �� 104600（1番人気）
ワイド票数 計 411932 的中 �� 101033（1番人気）�� 49223（3番人気）�� 21178（5番人気）
3連複票数 計 702131 的中 ��� 142640（1番人気）
3連単票数 計1820388 的中 ��� 141093（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―11．9―12．0―13．1―12．4―11．5―10．8―12．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．4
3 ・（2，4）（3，8）（6，5）－7－1 4 ・（2，4）（3，8）（6，5）7－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルヴァーデューク 
�
父 シルバーステート 

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2022．7．10 小倉3着

2020．3．31生 牡2鹿 母 ヴァナディース 母母 マストビーラヴド 2戦1勝 賞金 7，000，000円

21002 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

35 メイショウアジロ 牡3栗 56
52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 B468± 01：11．7 2．1�

34 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 藤懸 貴志河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 466＋101：12．33� 17．7�
22 ザ ン ゲ ツ 牡3鹿 56 M．デムーロ中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 484－ 21：12．83 8．9�
610 リ ノ ア ラ 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 426± 01：12．9クビ 107．6�
815 ロワドゥサーブル 牡3黒鹿56 横山 典弘サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 ノースガーデン 482＋18 〃 ハナ 5．3�
611 ラブシックボッサ 牡3青鹿56 岩田 望来 	グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458± 0 〃 クビ 17．2

814 オフレッシュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 510－ 61：13．0アタマ 3．9�
23 オーシンアズキ 牡3芦 56 松山 弘平大田 慎治氏 宮 徹 日高 門別牧場 454＋ 21：13．1� 50．7�
713 ダノンブルズアイ 牡3鹿 56 菊沢 一樹	ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 B464± 0 〃 ハナ 46．7
59 ミュージアムピース �3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B448－121：13．52� 206．6�
11 アイレスアン 牝3栗 54 和田 竜二 TURFレーシング 加藤 征弘 日高 木村牧場 470－ 2 〃 クビ 173．8�
46 リオシャンパーニュ 牝3黒鹿54 内田 博幸大塚 亮一氏 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 464－ 11：13．71 173．4�
58 キングスレイヤー 牡3栗 56 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 浦河 村中牧場 468－161：13．8� 229．1�
712 ナ ム ラ ダ グ 牡3芦 56

53 ▲原 優介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 438＋ 61：14．86 351．1�
47 ダ グ ザ �3鹿 56 C．ホー �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：14．9クビ 25．3�

（香港）

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，692，100円 複勝： 65，046，000円 枠連： 18，027，500円
馬連： 74，003，600円 馬単： 35，788，800円 ワイド： 72，470，400円
3連複： 128，358，300円 3連単： 132，290，000円 計： 575，676，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 260円 � 200円 枠 連（3－3） 990円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 496921 的中 � 187779（1番人気）
複勝票数 計 650460 的中 � 184307（1番人気）� 49784（6番人気）� 74910（3番人気）
枠連票数 計 180275 的中 （3－3） 14023（4番人気）
馬連票数 計 740036 的中 �� 45599（4番人気）
馬単票数 計 357888 的中 �� 13876（6番人気）
ワイド票数 計 724704 的中 �� 41489（4番人気）�� 56350（3番人気）�� 14080（14番人気）
3連複票数 計1283583 的中 ��� 41430（7番人気）
3連単票数 計1322900 的中 ��� 11583（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアジロ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2021．9．12 中京5着

2019．3．24生 牡3栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 12戦1勝 賞金 19，180，000円
〔制裁〕 ダグザ号の騎手C．ホーは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔3走成績による出走制限〕 ミュージアムピース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月30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 カフェベラノッテ号・キタサンドライバー号・パンタナル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 新潟競馬 第１日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 8日第 7競走）
〔その他〕　　サトノリベル号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21003 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 レッドアヴァンティ 牡3栗 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 462＋ 61：20．9 3．8�
611 アドマイヤラヴィ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 21：21．01 3．1�
24 � サトノプリエール 牝3芦 54 田中 勝春 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 愛 St. Croix

Bloodstock 450＋101：21．21� 20．3�
714 ネ ネ 牝3栗 54 菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 450＋101：21．41� 8．7�
510 タガノタンゴ 牡3栗 56 岩田 望来八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438± 01：21．5� 12．7�
59 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：21．71� 5．7	
818 インサニティ 牝3鹿 54 岩田 康誠石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 414－22 〃 ハナ 99．8

715 プリティーメモリー 牝3鹿 54 野中悠太郎海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 谷岡牧場 402＋ 21：21．91� 39．0�
12 モーニングパス 牡3青鹿56 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 506＋18 〃 ハナ 392．1�
612 フロスティグレイ �3黒鹿56 松山 弘平 シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466－10 〃 ハナ 10．4�
816 ビックマハロ 牝3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 434＋12 〃 クビ 382．8�
11 ミラーレイク 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 442＋ 81：22．11� 51．7�
36 マテンロウメーヴェ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋16 〃 クビ 13．6�
817 ナムラキャッツ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 400－ 8 〃 アタマ 117．6�
713 カワキタアイゼン 牝3黒鹿54 富田 暁川島 徹郎氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 442－121：22．95 357．7�
35 トーアリバティー 牝3鹿 54 江田 照男高山ランド� 村田 一誠 豊浦トーア牧場 492＋ 4 〃 アタマ 92．8�
48 ヴォーグノヤイバ 牡3栗 56 石川裕紀人志村 幸彦氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B448± 01：23．53	 424．1�
47 クンパワピー 牝3栗 54 西村 淳也ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋121：24．88 331．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，594，800円 複勝： 78，444，800円 枠連： 20，179，400円
馬連： 81，984，800円 馬単： 36，923，300円 ワイド： 84，831，300円
3連複： 136，154，900円 3連単： 132，045，700円 計： 623，159，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 130円 � 380円 枠 連（2－6） 420円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，190円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 12，080円

票 数

単勝票数 計 525948 的中 � 108102（2番人気）
複勝票数 計 784448 的中 � 133146（2番人気）� 204775（1番人気）� 35861（8番人気）
枠連票数 計 201794 的中 （2－6） 36905（1番人気）
馬連票数 計 819848 的中 �� 104129（1番人気）
馬単票数 計 369233 的中 �� 21118（2番人気）
ワイド票数 計 848313 的中 �� 99318（1番人気）�� 16583（16番人気）�� 18074（14番人気）
3連複票数 計1361549 的中 ��� 31220（7番人気）
3連単票数 計1320457 的中 ��� 7921（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．8―12．1―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．7―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 9（5，11，12）（3，10）（4，6，14）（15，17）1，16－2－13，18－（7，8） 4 9（11，12）（5，3，10）14（4，6）（1，15，17）16－2，13，18＝8，7

勝馬の
紹 介

レッドアヴァンティ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2021．8．8 新潟2着

2019．4．26生 牡3栗 母 サ ウ ン タ 母母 Baize 4戦1勝 賞金 10，000，000円
〔その他〕 トーアリバティー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クンパワピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月30日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トーアリバティー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月30日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 カワキタアイゼン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月30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 キタノロッキー号・スコールユニバンス号

21004 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

59 ミナモトフェイス 牝3黒鹿54 福永 祐一 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 454＋ 41：46．0 5．9�
24 アールフォルス 牝3鹿 54 松若 風馬桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 454＋ 6 〃 クビ 6．4�
713 チェルノボーグ 牡3青鹿56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488－ 21：46．21� 1．7�
714 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 三浦 皇成泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B480－ 61：46．3� 114．1�
35 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 470－ 41：46．61� 14．4	
611 シャークアタック 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476＋ 41：46．7� 225．1

715 スカーレットオーラ 牝3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム B448＋ 41：47．12� 8．0�
48 リヤンソウル 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 448＋ 21：47．31� 50．2�
816 ブリーザフレスカ 牝3鹿 54 坂井 瑠星名古屋友豊 高野 友和 浦河 谷川牧場 492± 01：47．5� 36．6�
612 ウインフェリーチェ 牝3鹿 54 和田 竜二ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 400－ 61：47．71� 84．7�
47 ライラックワイン 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 412－ 2 〃 クビ 85．7�
12 ミエノアラジン 牡3鹿 56 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440－ 41：47．8� 210．8�
36 エイシングリッター 牝3鹿 54 木幡 巧也栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 440± 0 〃 クビ 118．3�
817 ベルアヴニール 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B424 ―1：48．11� 25．0�
23 メイショウイタマエ 牡3鹿 56 城戸 義政松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 金成吉田牧場 472－ 81：48．31� 520．8�
11 チュウワシルバー 牝3鹿 54 加藤 祥太中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 484＋161：48．4� 311．3�
818 ピンクライオネス 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁金子真人ホール
ディングス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋101：49．14 242．0�

510 ク ロ ミ ツ 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ金山 敏也氏 松下 武士 新冠 合同会社

小泉学 B482＋ 81：49．2� 299．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 58，265，800円 複勝： 174，377，700円 枠連： 15，850，900円
馬連： 71，601，700円 馬単： 47，118，900円 ワイド： 78，371，600円
3連複： 125，751，100円 3連単： 170，927，500円 計： 742，265，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（2－5） 2，020円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 490円 �� 190円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 582658 的中 � 78290（2番人気）
複勝票数 計1743777 的中 � 139613（2番人気）� 107756（3番人気）� 1199742（1番人気）
枠連票数 計 158509 的中 （2－5） 6059（7番人気）
馬連票数 計 716017 的中 �� 31258（6番人気）
馬単票数 計 471189 的中 �� 9521（11番人気）
ワイド票数 計 783716 的中 �� 34261（5番人気）�� 123888（1番人気）�� 77755（2番人気）
3連複票数 計1257511 的中 ��� 113656（1番人気）
3連単票数 計1709275 的中 ��� 17452（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．9―12．4―12．3―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．9―46．8―59．2―1：11．5―1：22．9―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミナモトフェイス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．8．15 新潟3着

2019．2．21生 牝3黒鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 5戦1勝 賞金 9，330，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウイタマエ号・クロミツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノレイチェル号
（非抽選馬） 5頭 ウインソフィー号・ギルトレターズ号・ダイゴシンリュウ号・フォルツァモンド号・マルアズール号



21005 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第5競走 1，600�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 1，800，000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

22 リバティアイランド 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464 ―1：35．8 2．1�
710 クルゼイロドスル 牡2栗 54 幸 英明ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：36．33 31．0�
33 エマヌエーレ 牡2鹿 54 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 アタマ 16．0�
68 イコノスタシス 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．51� 6．3�
811 モリーダーリン 牝2鹿 54 戸崎 圭太�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 472 ―1：36．82 3．8	
55 ラバタンシン 牡2黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 482 ―1：37．11� 10．0

56 フィッシュポンド 牡2鹿 54 M．デムーロ岡 浩二氏 大久保龍志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 484 ―1：37．41� 13．9�
79 ブルースワット 牡2鹿 54 西村 淳也辻川 弘氏 庄野 靖志 新ひだか 高橋フアーム 450 ―1：38．25 241．7�
44 スキップモロチャン 牡2鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 510 ― 〃 クビ 59．8
812 アポロパシュート �2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 426 ―1：39．68 232．5�
67 ヴ ァ ル カ ン 牝2栗 54 菅原 明良山本てるみ氏 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 442 ―1：39．92 91．3�
11 ジ ェ ド 牡2鹿 54 菊沢 一樹村田 哲朗氏 勢司 和浩 浦河 高昭牧場 476 ―1：40．21� 211．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 70，319，800円 複勝： 60，432，000円 枠連： 11，366，100円
馬連： 73，299，300円 馬単： 38，797，000円 ワイド： 58，713，600円
3連複： 97，825，600円 3連単： 141，782，200円 計： 552，535，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 420円 � 300円 枠 連（2－7） 2，610円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 960円 �� 540円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 30，980円

票 数

単勝票数 計 703198 的中 � 272512（1番人気）
複勝票数 計 604320 的中 � 187076（1番人気）� 27134（7番人気）� 41597（6番人気）
枠連票数 計 113661 的中 （2－7） 3372（9番人気）
馬連票数 計 732993 的中 �� 19182（11番人気）
馬単票数 計 387970 的中 �� 7315（15番人気）
ワイド票数 計 587136 的中 �� 15573（12番人気）�� 29914（6番人気）�� 5915（24番人気）
3連複票数 計 978256 的中 ��� 10261（24番人気）
3連単票数 計1417822 的中 ��� 3318（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．4―38．2―51．3―1：03．8―1：14．7―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F32．0
3 ・（3，10）（5，11）（6，7）2（8，9）－（12，4）－1 4 ・（3，10）（5，11）6，7（8，2，9）（12，4）－1

勝馬の
紹 介

リバティアイランド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 All American 初出走

2020．2．2生 牝2鹿 母 ヤンキーローズ 母母 Condesaar 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジェド号は，発進不良〔内側に逃避〕。

21006 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55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

46 ニシキギミッチー 牡2黒鹿54 津村 明秀茂木 国久氏 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 472 ―1：13．3 19．7�
611 ライヴペッパー 牡2鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 樋渡 志尚 434 ― 〃 クビ 44．5�
610 アームズレイン 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 494 ―1：13．83 3．5�
713 ペプチドハドソン 牡2鹿 54 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 484 ―1：14．12 5．1�
815 アルムラトゥール 牡2黒鹿54 和田 竜二﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488 ―1：14．2クビ 7．3�
11 タイセイトリオンフ 牡2栗 54 幸 英明田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 492 ―1：14．83� 17．5�
47 シャドウダッチェス 牝2栗 54 C．ホー 飯塚 知一氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 444 ―1：15．01� 10．0	

（香港）

23 ゴッドインパルス �2鹿 54 戸崎 圭太髙瀬 正志氏 中舘 英二 浦河 大北牧場 456 ―1：15．31� 4．3

22 ペイシャウォーリア 牡2黒鹿54 内田 博幸北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 452 ―1：16．25 130．0�
35 ロデオフリップ 牝2黒鹿54 菅原 明良田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 嶋田牧場 440 ―1：16．51� 107．6�
712 テイエムオオジャ 牡2鹿 54 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 つつみ牧場 520 ―1：17．45 87．5
34 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 470 ―1：17．93 133．3�
58 タマモガーベラ 牝2鹿 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 394 ― 〃 ハナ 206．9�
814 ラ ン マ 牡2鹿 54

52 △小林 脩斗�北島牧場 松山 将樹 浦河 村下 清志 460 ―1：22．8大差 212．8�
59 � シゲルソロソロ 牝2鹿 54 M．デムーロ森中 蕃氏 和田 雄二 米

Kathryn Nikkel,
Old Dominion &
Sanford Robertson

460 ―1：23．44 15．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，878，200円 複勝： 61，523，900円 枠連： 13，887，700円
馬連： 80，169，300円 馬単： 30，520，700円 ワイド： 60，861，000円
3連複： 100，039，500円 3連単： 107，753，900円 計： 507，634，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 410円 � 730円 � 160円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 23，800円 馬 単 �� 47，680円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 1，230円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 26，580円 3 連 単 ��� 264，810円

票 数

単勝票数 計 528782 的中 � 22650（8番人気）
複勝票数 計 615239 的中 � 34089（8番人気）� 17455（9番人気）� 131700（1番人気）
枠連票数 計 138877 的中 （4－6） 11824（3番人気）
馬連票数 計 801693 的中 �� 2610（38番人気）
馬単票数 計 305207 的中 �� 480（82番人気）
ワイド票数 計 608610 的中 �� 2992（38番人気）�� 13037（14番人気）�� 8876（24番人気）
3連複票数 計1000395 的中 ��� 2822（74番人気）
3連単票数 計1077539 的中 ��� 295（556番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―12．0―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．4―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシキギミッチー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．3．29生 牡2黒鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランマ号・シゲルソロソロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月30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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 イナウィンク号・ウォルラス号・エコログラッツェ号・ゲッティン号・コウユーアツイキミ号・シゲルスナイパー号・

ヒャクマンボルト号・フロストシティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



21007 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 � バハルダール 牡3黒鹿54 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-
poration 498＋101：52．0 3．5�

713 トーセンクライスト 牡3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 508＋ 41：52．31� 5．0�
22 マルヨミニスター 牝3鹿 52 幸 英明野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 498－ 41：52．62 19．2�
59 セイウンオードリー 牡4鹿 57 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 508＋ 21：52．81 82．9�
712 アウトオブサイト 牝4鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 506＋ 41：52．91 4．8	
47 ペイシャジュン 牡4栗 57 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 508＋ 61：53．11� 46．8

23 	 レッドシリウス 牡5青鹿57 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 542－101：53．41
 6．6�
815 ルイナールカズマ 牡3黒鹿54 松山 弘平合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 496＋ 81：53．82
 10．2�
11 エコロカナワン 牡4鹿 57 石橋 脩原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B490＋ 41：54．01
 46．5
58 スマイルライン 牡4鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋141：54．42
 12．1�
46 ビービーレガロ �5鹿 57 嶋田 純次�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 522± 01：54．5
 404．9�
814 ジャスティンスター �4栗 57 C．ホー 三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 494＋ 41：54．82 156．9�

（香港）

611 ランスオブウェイブ 牝3鹿 52 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 480－ 61：55．86 9．5�
34 テイエムアラジン 牡3鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 500－ 21：56．43
 125．1�
610	 アイファーベア 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 Wing Farm 462＋121：57．67 268．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，601，500円 複勝： 76，204，400円 枠連： 18，711，300円
馬連： 89，481，600円 馬単： 33，414，200円 ワイド： 81，816，200円
3連複： 136，238，300円 3連単： 138，841，000円 計： 628，308，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 190円 � 350円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 980円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 18，850円

票 数

単勝票数 計 536015 的中 � 121205（1番人気）
複勝票数 計 762044 的中 � 145236（1番人気）� 108033（3番人気）� 45237（7番人気）
枠連票数 計 187113 的中 （3－7） 28792（1番人気）
馬連票数 計 894816 的中 �� 80677（1番人気）
馬単票数 計 334142 的中 �� 14869（2番人気）
ワイド票数 計 818162 的中 �� 55757（1番人気）�� 20863（11番人気）�� 9537（29番人気）
3連複票数 計1362383 的中 ��� 20618（13番人気）
3連単票数 計1388410 的中 ��� 5338（43番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．1―13．2―13．0―12．6―13．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―35．2―48．4―1：01．4―1：14．0―1：27．1―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�バハルダール �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2021．10．30 阪神2着

2019．4．28生 牡3黒鹿 母 Llanarmon 母母 Gold Strike 7戦2勝 賞金 20，000，000円
〔制裁〕 ランスオブウェイブ号の騎手団野大成は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーベア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月30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 スターファースト号・ニシノフウジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21008 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第8競走 ��3，250�第24回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード3：28．7良

45 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 468± 03：28．4レコード 6．0�
712 ゼノヴァース 牡5鹿 60 森 一馬�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 43：28．5� 2．8�
33 ヴァーダイト 牡5黒鹿60 小牧加矢太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 63：29．24 7．0�
711 ニューツーリズム �6青鹿60 伴 啓太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B492－ 8 〃 クビ 30．3�
11 � アサクサゲンキ �7鹿 60 石神 深一田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

464－ 83：29．51	 10．9	
610 ワ ー ウ ル フ 牡5黒鹿60 西谷 誠窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 456＋ 23：30．24 16．5

814 ヴァイトブリック 牡6青鹿60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 516± 03：30．73 93．6�
34 マ リ オ 牡7鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 504－ 43：31．12 23．5�
22 マイネルグロン 牡4青鹿60 草野 太郎 �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 510－103：31．73	 67．8
69 ケイティクレバー 牡7鹿 60 北沢 伸也瀧本 和義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム 462＋ 23：33．19 4．6�
813 トワイライトタイム 牡7青鹿60 小野寺祐太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480＋ 63：33．52 21．5�
58 ザ メ イ ダ ン 牡6黒鹿60 高田 潤大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム B500＋ 63：34．88 15．3�
57 テイエムコンドル 牡11鹿 60 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 462＋ 23：38．8大差 140．4�
46 シンキングダンサー �9栗 60 大江原 圭佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：43．7大差 152．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，323，700円 複勝： 73，603，100円 枠連： 21，883，900円
馬連： 102，752，300円 馬単： 44，526，600円 ワイド： 90，863，900円
3連複： 204，436，900円 3連単： 217，730，000円 計： 815，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 130円 � 200円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 593237 的中 � 78060（3番人気）
複勝票数 計 736031 的中 � 103821（3番人気）� 178274（1番人気）� 77419（4番人気）
枠連票数 計 218839 的中 （4－7） 18918（3番人気）
馬連票数 計1027523 的中 �� 89806（2番人気）
馬単票数 計 445266 的中 �� 14523（5番人気）
ワイド票数 計 908639 的中 �� 74659（2番人気）�� 31550（6番人気）�� 42440（4番人気）
3連複票数 計2044369 的中 ��� 70456（3番人気）
3連単票数 計2177300 的中 ��� 12015（23番人気）
上り 1マイル 1：42．5 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーメヴィウス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．1．27 京都2着

2016．4．15生 �6鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 障害：16戦3勝 賞金 111，340，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21009 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第9競走 ��1，800�
き り ん ざ ん

麒 麟 山 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：49．2
1：47．6

不良
重

814� ジャスパーグレイト 牡3芦 54 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 468± 01：51．4 3．1�
22 アンクラウデッド 牡4栗 57 西村 淳也 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－101：52．25 31．0�
611 シゲルバクハツ 牡4栗 57 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 498－ 6 〃 クビ 9．1�
46 プルモナリア 牝4栗 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 474＋101：52．3クビ 15．7�
713 ダッシュダクラウン �4青鹿57 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B454± 01：52．4� 6．5	
712 ラブリークイーン 牝4栗 55 菅原 明良坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 新冠 大狩部牧場 486＋161：52．5	 42．9

35 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 520＋ 61：52．6クビ 8．4�
34 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 508± 01：53．13 23．3�
47 ヒッチコック 牡6芦 57 岩田 康誠薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 516＋101：53．31� 96．7
11 タイキフォース 牡4栗 57 C．ホー �大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492＋101：53．61� 4．6�
（香港）

58 インナーアリュール 牡5鹿 57 原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 468－ 21：53．81
 161．5�
23 ヒミノフラッシュ 牡4黒鹿57 和田 竜二佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 544＋ 81：53．9� 7．3�
59 トーセンインパルス 牡4黒鹿57 石川裕紀人島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 486－121：54．85 84．9�
815 ロジカルガール 牝6栗 55 杉原 誠人平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 490＋121：54．9� 222．8�
610 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55 木幡 巧也 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500－ 41：55．0� 331．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，692，500円 複勝： 94，901，600円 枠連： 24，547，900円
馬連： 129，522，600円 馬単： 49，640，000円 ワイド： 109，866，800円
3連複： 194，261，500円 3連単： 203，139，000円 計： 872，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 700円 � 270円 枠 連（2－8） 1，270円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 10，980円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 680円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 21，970円 3 連 単 ��� 76，150円

票 数

単勝票数 計 666925 的中 � 171000（1番人気）
複勝票数 計 949016 的中 � 174793（1番人気）� 27901（9番人気）� 91551（5番人気）
枠連票数 計 245479 的中 （2－8） 14966（5番人気）
馬連票数 計1295226 的中 �� 14662（23番人気）
馬単票数 計 496400 的中 �� 3389（41番人気）
ワイド票数 計1098668 的中 �� 11793（28番人気）�� 44359（6番人気）�� 6453（39番人気）
3連複票数 計1942615 的中 ��� 6630（75番人気）
3連単票数 計2031390 的中 ��� 1934（259番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．5―12．4―12．5―12．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：00．8―1：13．3―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3

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

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

�ジャスパーグレイト �
�
父 Arrogate �

�
母父 Wild Again デビュー 2021．10．9 阪神1着

2019．4．27生 牡3芦 母 Shop Again 母母 Shopping 8戦2勝 賞金 27，729，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21010 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第10競走 ��1，600�
と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス，R3．7．31以降R4．7．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：31．5
1：30．3

良
良

59 マ マ コ チ ャ 牝3鹿 52 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋121：31．7 2．6�

715 ヴァモスロード 牡3栗 53 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 514± 01：32．33� 6．8�
47 チアチアクラシカ 牝5鹿 53 吉田 豊藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 510＋10 〃 クビ 32．3�
23 ルージュラテール 牝3栗 52 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：32．51 3．4�
35 ジュリアバローズ 牝4黒鹿53 福永 祐一猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 クビ 6．8�
24 ショーヒデキラ 牡6鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488－ 41：32．6クビ 153．7	
11 アップストリーム 牝4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 470± 0 〃 アタマ 23．2

713� ヤマニンガラッシア 牡5青鹿54 C．ホー 土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 448＋ 21：32．71 102．2�

（香港）

611 フォティノース 牝4黒鹿52 高倉 稜 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 442＋ 41：33．01� 22．8
48 ア オ イ モ エ 牝3鹿 51 菅原 明良新谷 幸義氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 396－ 61：33．21� 21．6�
12 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 54 亀田 温心中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 81：33．41 287．4�
612 ジャンカズマ 牡4鹿 54 横山 典弘合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B468＋ 4 〃 アタマ 124．7�
714� アルディテッツァ 牡6鹿 53 三浦 皇成�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：33．5� 118．5�
817� ア ト ミ カ 牝7鹿 52 今村 聖奈東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442－ 61：33．6クビ 70．1�
816 アンセーニュ 牝4鹿 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 416－ 41：33．81� 97．7�
510 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 460－ 81：34．01	 236．7�
818 ジ ュ ノ ー 牡4芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 534＋ 21：34．2� 32．0�
36 � マイネルダグラス 牡4鹿 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 81：34．3� 32．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 105，969，100円 複勝： 128，668，300円 枠連： 33，108，700円
馬連： 178，208，200円 馬単： 66，212，200円 ワイド： 148，807，900円
3連複： 263，381，600円 3連単： 271，363，900円 計： 1，195，719，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 210円 � 430円 枠 連（5－7） 1，040円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，180円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計1059691 的中 � 319282（1番人気）
複勝票数 計1286683 的中 � 281757（1番人気）� 158829（3番人気）� 58836（7番人気）
枠連票数 計 331087 的中 （5－7） 24670（2番人気）
馬連票数 計1782082 的中 �� 147564（2番人気）
馬単票数 計 662122 的中 �� 30136（3番人気）
ワイド票数 計1488079 的中 �� 99047（2番人気）�� 31433（11番人気）�� 13592（28番人気）
3連複票数 計2633816 的中 ��� 25029（23番人気）
3連単票数 計2713639 的中 ��� 7750（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．7―46．3―58．0―1：09．0―1：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．7
3 15，14（1，16）2－9（6，13）（3，11）－7（4，8，10）（5，17）－18－12 4 15，14（1，16）（2，9）（6，13）（3，11）－7－（4，8）（5，10）17，18－12

勝馬の
紹 介

マ マ コ チ ャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．26 阪神8着

2019．4．5生 牝3鹿 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 7戦3勝 賞金 44，998，000円
〔発走状況〕 ジュノー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ジュノー号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 6頭 コーディアル号・トーセンメラニー号・ブルーエクセレンス号・ムーンライト号・ラキャラントシス号・

ロードカテドラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



21011 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第11競走 ��
��1，800�

かんえつ

関越ステークス
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52�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52�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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

48 イクスプロージョン 牡4鹿 56 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：44．8 7．9�
510 キングストンボーイ 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 鹿戸 雄一 新ひだか 田上 徹 502± 0 〃 ハナ 8．2�
816 グラティアス 牡4鹿 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 アタマ 11．6�
36 クールキャット 牝4青鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 532＋ 71：45．01 25．7�
11 ホウオウイクセル 牝4鹿 55 石橋 脩小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム 444＋161：45．21 87．0	
35 レッドサイオン 
6鹿 56 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B442＋ 41：45．3� 237．3

23 ダノンマジェスティ 牡7鹿 56 岩田 望来�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 アタマ 32．8�
715 ヤマニンサンパ 牡4芦 56 川田 将雅土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 472± 0 〃 アタマ 3．8�
24 コスモカレンドゥラ 牡6栗 56 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 466－121：45．4クビ 234．9
12 レッドフラヴィア 牝5栗 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 518＋10 〃 ハナ 70．0�
817 モンブランテソーロ 牡6鹿 56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 484± 01：45．5� 13．9�
612 プレシャスブルー 牡8鹿 56 M．デムーロ石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 B434－10 〃 クビ 65．1�
713 ナ イ マ マ 牡6鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 日高 道見牧場 494＋161：45．6� 213．6�
818 ヴァンランディ 牡6鹿 56 杉原 誠人 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 ハナ 140．2�
714 アスコルターレ 牡4黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：45．91� 100．1�
59 プライドランド 牡6芦 56 C．ホー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472± 01：46．32� 36．4�

（香港）

47 ウインアグライア 牝4鹿 54 武藤 雅�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 21：46．61� 178．9�
611 グレートマジシャン 牡4青鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490＋12 （競走中止） 2．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 164，071，800円 複勝： 200，470，800円 枠連： 68，726，000円
馬連： 360，066，400円 馬単： 134，793，500円 ワイド： 281，406，900円
3連複： 606，618，000円 3連単： 673，817，800円 計： 2，489，971，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 240円 � 330円 枠 連（4－5） 2，070円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，430円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 54，710円

票 数

単勝票数 計1640718 的中 � 164865（3番人気）
複勝票数 計2004708 的中 � 240019（3番人気）� 228225（4番人気）� 146444（6番人気）
枠連票数 計 687260 的中 （4－5） 25685（10番人気）
馬連票数 計3600664 的中 �� 106416（10番人気）
馬単票数 計1347935 的中 �� 17586（22番人気）
ワイド票数 計2814069 的中 �� 74626（10番人気）�� 50105（15番人気）�� 59189（12番人気）
3連複票数 計6066180 的中 ��� 50564（24番人気）
3連単票数 計6738178 的中 ��� 8929（159番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―11．8―11．9―11．6―11．4―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．0―46．8―58．7―1：10．3―1：21．7―1：32．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イクスプロージョン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．28 阪神7着

2018．3．4生 牡4鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 16戦5勝 賞金 95，010，000円
〔競走中止〕 グレートマジシャン号は，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。
※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 リンゴアメ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21012 7月30日 晴 良 （4新潟2） 第1日 第12競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・直線）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 C．ホー 増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 440＋ 4 55．1 3．9�
（香港）

714 インプロバイザー 牡3芦 54 松山 弘平江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム B466± 0 55．2� 2．5�
816 ルドラクシャ 牝5鹿 55

52 ▲原 優介�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 466± 0 〃 ハナ 18．3�
11 ケイティレインボー 牡3青鹿54 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B474＋10 55．3クビ 39．1�
818 サンライズシューズ 牝4栗 55

53 △小沢 大仁呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 4 55．4� 11．2�
612� フタミジョウワ 牝3鹿 52 野中悠太郎秦 千織氏 根本 康広 新冠 協和牧場 452－ 2 55．5� 113．3	
715 ティフォーザ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河 
ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 438± 0 55．6� 20．6�
23 � ファイティング 	5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 490＋ 6 55．7� 302．1�
12 � ディアナグラン 牝4栗 55 西村 太一湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 480－ 2 55．8� 53．2
24 セ ル レ ア 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ
パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B456＋ 2 55．9� 41．3�
510� スラーリドラーテ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 468＋ 2 56．0� 120．0�
59 ホーキーポーキー 牝4栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B456＋ 8 56．21� 54．7�
35 キャンディフロス 牝5芦 55

53 △松本 大輝 �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B494＋ 8 〃 ハナ 97．3�
36 
 ア ク イ ー ル 牝4栗 55 団野 大成
ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 468－ 4 56．3クビ 140．5�
611 ハクサンタマテバコ 牝4栗 55 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 444＋10 〃 クビ 5．6�
47 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 442－ 2 〃 アタマ 38．3�
48 � リ ュ ッ カ 牝5鹿 55 津村 明秀星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 414－ 4 56．72 13．6�
713� クワトロチェント 牡5栗 57

54 ▲水沼 元輝伊藤 恵介氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 500－ 5 57．33� 277．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 107，522，800円 複勝： 121，850，300円 枠連： 52，399，300円
馬連： 199，806，300円 馬単： 86，671，700円 ワイド： 174，436，400円
3連複： 355，160，800円 3連単： 401，091，800円 計： 1，498，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 130円 � 390円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，300円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計1075228 的中 � 217419（2番人気）
複勝票数 計1218503 的中 � 177773（2番人気）� 309761（1番人気）� 56758（7番人気）
枠連票数 計 523993 的中 （7－8） 124097（1番人気）
馬連票数 計1998063 的中 �� 325759（1番人気）
馬単票数 計 866717 的中 �� 60158（2番人気）
ワイド票数 計1744364 的中 �� 209942（1番人気）�� 30607（13番人気）�� 51476（8番人気）
3連複票数 計3551608 的中 ��� 106315（4番人気）
3連単票数 計4010918 的中 ��� 29656（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．4―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．2―43．2

上り4F43．3－3F33．3
勝馬の
紹 介

カゼノタニノアヤカ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．4．11 福島1着

2017．4．13生 牝5鹿 母 ペイパーチェイン 母母 Papabile 16戦2勝 賞金 32，987，000円
〔発走状況〕 ファイティング号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 インプロバイザー号の騎手松山弘平は，競走後半で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ハクサンタマテバコ号の騎手武藤雅は，競走後半で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 ファイティング号は，発走調教再審査。
※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） 2頭 マブセレナード号・ヤマトコウセイ号
（非抽選馬） 4頭 モズマンジロウ号・モメチョッタ号・リーゼントフラム号・ロサロッサーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4新潟2）第1日 7月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

254，360，000円
3，020，000円
25，070，000円
2，250，000円
32，630，000円
80，927，000円
6，306，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
883，179，000円
1，268，016，600円
298，688，700円
1，486，223，100円
642，438，500円
1，283，639，200円
2，418，439，600円
2，772，821，600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 11，053，446，300円

総入場人員 7，563名 （有料入場人員 7，055名）
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