
22001 8月13日 晴 良 （4新潟3） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時10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
1：11．0
1：10．2

良
不良

23 ペイシャフェリ 牝2鹿 54 石橋 脩北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 友田牧場 466± 01：12．6 7．0�
47 ダンスインザリング 牡2鹿 54 岩田 康誠古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B436－ 21：12．91� 76．6�
814 リリージェーン 牝2鹿 54

51 ▲原 優介馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 420＋ 2 〃 クビ 25．9�
35 エリカキルシェ 牝2栗 54 戸崎 圭太三木 正浩氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 450－ 61：13．1� 3．8�
59 セイウンダマシイ 牡2青 54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 456± 0 〃 クビ 13．8�
22 ノーブルヴィクター 牡2栗 54 柴田 善臣吉木 伸彦氏 水野 貴広 登別 ユートピア牧場 440－161：13．2クビ 20．0�
46 ワクワクルンルン 牝2栗 54 柴田 大知 	ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 448－ 21：13．31 40．0

712 エコロヴィーガ 牝2栗 54 M．デムーロ原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 石田牧場 470－ 41：13．4クビ 8．5�
610 ペイシャアップ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 高橋フアーム 426－ 61：13．5� 159．2�
58 サルフトピッチ 牝2黒鹿54 菅原 明良	明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 434＋ 41：13．81� 10．3
713 ベアカワイコチャン 牝2栗 54 丸田 恭介熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 474－101：14．22� 37．0�
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 432－ 2 〃 アタマ 4．4�
11 メルティーショコラ 牝2栗 54

52 △小林 脩斗	明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－ 21：14．73 12．2�
34 トータルプラン 牡2栗 54 三浦 皇成福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 456± 0 〃 クビ 53．9�
815 クリノゴッホ 牡2鹿 54 菊沢 一樹栗原 正雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 448－ 81：15．76 73．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，865，000円 複勝： 63，628，900円 枠連： 12，698，600円
馬連： 67，372，500円 馬単： 27，054，700円 ワイド： 67，071，500円
3連複： 111，109，800円 3連単： 99，975，900円 計： 489，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 1，810円 � 720円 枠 連（2－4） 6，430円

馬 連 �� 21，490円 馬 単 �� 36，490円

ワ イ ド �� 6，400円 �� 2，680円 �� 10，000円

3 連 複 ��� 138，650円 3 連 単 ��� 703，710円

票 数

単勝票数 計 408650 的中 � 49286（3番人気）
複勝票数 計 636289 的中 � 77929（3番人気）� 8121（13番人気）� 21737（9番人気）
枠連票数 計 126986 的中 （2－4） 1529（26番人気）
馬連票数 計 673725 的中 �� 2429（55番人気）
馬単票数 計 270547 的中 �� 556（103番人気）
ワイド票数 計 670715 的中 �� 2694（62番人気）�� 6544（34番人気）�� 1716（75番人気）
3連複票数 計1111098 的中 ��� 601（271番人気）
3連単票数 計 999759 的中 ��� 103（1445番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．7―12．1―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―34．1―46．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリ �
�
父 シャンハイボビー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．7．23 福島3着

2020．3．24生 牝2鹿 母 ペイシャフェリス 母母 プレザントケイプ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メルティーショコラ号の騎手小林脩斗は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

サルフトピッチ号の騎手菅原明良は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。
ダンスインザリング号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14
番・9番）

※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 シャドウダッチェス号・ペイシャウォーリア号

22002 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時45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

816 ダノンザタイガー 牡2黒鹿54 川田 将雅�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488± 01：48．2 1．2�
36 グランツグリーン 牡2鹿 54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 404－101：48．62 8．9�
612 ピーエムギャレット 牝2鹿 54 津村 明秀松山 毅氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 452－ 41：48．71 118．6�
11 シャンボール 牡2黒鹿54 吉田 豊前田 幸治氏 上原 博之 浦河 高昭牧場 470± 01：49．12� 34．4�
12 ファイナルヒート 牡2黒鹿54 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 クビ 6．8�
47 ア マ イ 牝2青鹿54 岩部 純二	ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 442－ 41：49．41� 164．2

23 ウ ェ ン ス 牡2鹿 54 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 434－ 41：49．61� 26．6�
713 レジーナヌーボ 牝2黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 本桐牧場 412－14 〃 ハナ 95．3�
611 オールアルミュール 牡2栗 54 江田 照男林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 510＋ 2 〃 クビ 281．8
35 グランラウディー 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子小島 章義氏 黒岩 陽一 新冠 ハクレイファーム 502± 01：50．02� 170．1�
48 シルバープリペット 牡2芦 54 嶋田 純次	ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 436－ 61：50．2� 319．1�
815 レインボーウォリア 牡2黒鹿54 松岡 正海	ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム B442＋ 4 〃 ハナ 56．5�
714 アヴェッリーノ 牡2栗 54 内田 博幸八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 468－ 4 〃 クビ 336．7�
59 ノーアーギュメント 牡2鹿 54 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 苫小牧 アスラン 474± 01：50．62� 196．7�
510 ジューンナックル 牡2黒鹿 54

51 ▲原 優介吉川 潤氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 436－ 81：50．7� 179．8�
24 ロケッツアン 牡2鹿 54 岩田 康誠 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 476－ 21：50．9� 149．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，929，400円 複勝： 194，844，000円 枠連： 13，730，500円
馬連： 53，709，100円 馬単： 47，815，900円 ワイド： 60，653，700円
3連複： 96，349，300円 3連単： 177，416，100円 計： 706，448，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 170円 � 600円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，020円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 619294 的中 � 409130（1番人気）
複勝票数 計1948440 的中 � 1596344（1番人気）� 76767（3番人気）� 13430（8番人気）
枠連票数 計 137305 的中 （3－8） 28922（2番人気）
馬連票数 計 537091 的中 �� 96206（2番人気）
馬単票数 計 478159 的中 �� 74179（2番人気）
ワイド票数 計 606537 的中 �� 83973（2番人気）�� 13708（12番人気）�� 3918（25番人気）
3連複票数 計 963493 的中 ��� 14834（12番人気）
3連単票数 計1774161 的中 ��� 15359（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．7―13．0―12．5―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．5―48．2―1：01．2―1：13．7―1：25．3―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 12，14（4，10，13）（3，6，16）（1，7，11）（2，8）9（5，15） 4 12，14（4，10，13）（3，16）6（1，7，11）2，8（5，9）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンザタイガー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2022．6．12 東京2着

2020．2．3生 牡2黒鹿 母 シーズアタイガー 母母 Shandra Smiles 2戦1勝 賞金 8，000，000円

第３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



22003 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

牝；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

713 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 474－ 21：12．3 5．3�
47 アドレマピュス 牝3栗 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 458－ 81：12．4� 102．2�
59 クイーンアポーン 牝3鹿 54 M．デムーロ�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454＋101：12．5クビ 9．2�
712 ファームラヴ 牝3鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 21：12．71� 8．5�
23 チャオベッラ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 452＋ 41：12．8クビ 5．1�
814 サリーギャップ 牝3鹿 54 戸崎 圭太	梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 B468± 0 〃 クビ 3．5

611 ル ピ コ ラ 牝3栗 54 柴田 大知ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 438－141：13．11� 30．7�
46 ティアップブランカ 牝3芦 54

52 △小林 脩斗田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 454－ 21：13．2� 58．3�
58 ナカガワフェイス 牝3青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 494＋101：13．51� 8．0
35 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B448－ 4 〃 ハナ 8．9�
11 ランパデール 牝3鹿 54 三浦 皇成 	サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B416－ 2 〃 アタマ 28．9�
610 ロザシアニン 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 462 ―1：13．7� 205．4�
22 リ ュ ッ ケ 牝3芦 54 福永 祐一佐久間拓士氏 加藤 征弘 日高 本間牧場 478± 01：14．23� 53．1�
815 フジサンリンバン 牝3栗 54 菊沢 一樹藤田 秀行氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 474＋ 41：14．51� 249．1�
34 ス ミ シ ュ ー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474＋ 21：16．5大差 253．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，054，200円 複勝： 63，490，700円 枠連： 13，866，700円
馬連： 66，710，800円 馬単： 27，786，200円 ワイド： 66，532，700円
3連複： 108，837，200円 3連単： 103，754，400円 計： 491，032，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 1，660円 � 300円 枠 連（4－7） 7，090円

馬 連 �� 21，870円 馬 単 �� 28，980円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 830円 �� 7，530円

3 連 複 ��� 37，080円 3 連 単 ��� 166，780円

票 数

単勝票数 計 400542 的中 � 59888（3番人気）
複勝票数 計 634907 的中 � 82044（3番人気）� 8210（12番人気）� 57793（6番人気）
枠連票数 計 138667 的中 （4－7） 1514（21番人気）
馬連票数 計 667108 的中 �� 2363（45番人気）
馬単票数 計 277862 的中 �� 719（76番人気）
ワイド票数 計 665327 的中 �� 4305（39番人気）�� 21696（9番人気）�� 2207（57番人気）
3連複票数 計1088372 的中 ��� 2201（100番人気）
3連単票数 計1037544 的中 ��� 451（493番人気）

ハロンタイム 11．9―11．4―11．9―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．3―35．2―47．8―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 ・（6，7）14（5，12，15）11（10，13）2（9，8）3（4，1） 4 ・（6，7）（5，12，14）15（11，13）10（9，8）（2，3）1，4

勝馬の
紹 介

カ リ カ �
�
父 ラ ニ �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2021．11．21 東京12着

2019．4．16生 牝3芦 母 カ ラ フ ル 母母 ミスソヴリン 7戦1勝 賞金 9，120，000円
〔制裁〕 ロザシアニン号の騎手佐々木大輔は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スミシュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13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 ピンキーウィンキー号

22004 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時45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
1：49．2
1：47．6

不良
重

59 フジフォンテ 牡3青鹿56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 446－ 81：53．3 13．4�
35 クイーンカトリーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 438－101：53．51� 5．4�
46 ブランショセット 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：53．92� 2．6�
58 ア オ カ ミ 牡3青 56 柴田 善臣プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：54．0� 5．6�
23 リュウバター 牡3鹿 56 丸田 恭介木本 聡子氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 480＋ 61：54．42� 62．4�
22 ノーブルグレイシャ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 462－ 61：54．61 23．8�
713 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 480＋ 61：54．7� 75．7	
815 キタノドーベル 牝3黒鹿54 木幡 巧也北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 438－ 61：55．55 30．2

712 ワイルドアイズ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻 哲英 日高 槇本牧場 472 ―1：56．24 48．1�

814 ファットーラモーレ 牡3鹿 56 嶋田 純次山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 490－101：56．4� 237．1
610 グランシャーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 498＋ 6 〃 クビ 9．9�
34 ピンクコーラル 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 440± 01：56．61 213．5�
611 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 488＋ 61：57．13 7．5�
47 フロムワンズハート 牝3栗 54 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 480＋122：01．1大差 16．3�
11 ヴェストヴォーグ 牡3鹿 56 津村 明秀�G1レーシング 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 534± 02：01．63 201．6�
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売 得 金
単勝： 37，853，000円 複勝： 56，387，000円 枠連： 13，218，200円
馬連： 61，731，200円 馬単： 26，339，500円 ワイド： 62，118，400円
3連複： 97，531，900円 3連単： 103，606，700円 計： 458，785，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 270円 � 180円 � 130円 枠 連（3－5） 1，260円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 970円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 37，840円

票 数

単勝票数 計 378530 的中 � 22438（6番人気）
複勝票数 計 563870 的中 � 41460（6番人気）� 75016（3番人気）� 139745（1番人気）
枠連票数 計 132182 的中 （3－5） 8082（5番人気）
馬連票数 計 617312 的中 �� 10363（16番人気）
馬単票数 計 263395 的中 �� 1937（37番人気）
ワイド票数 計 621184 的中 �� 12194（15番人気）�� 15518（10番人気）�� 51640（2番人気）
3連複票数 計 975319 的中 ��� 15871（14番人気）
3連単票数 計1036067 的中 ��� 1985（115番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．7―13．2―12．5―12．6―12．9―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．2―49．4―1：01．9―1：14．5―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
・（1，7）11，10－（4，5）6（2，9，15）－13，12，8，3－14・（6，3）（11，9）5，15（10，2，8）－13（7，4）12（1，14）

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

勝馬の
紹 介

フジフォンテ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2021．9．25 中山8着

2019．4．16生 牡3青鹿 母 シチリアーナ 母母 プラチナレディー 11戦1勝 賞金 8，320，000円
〔発走状況〕 ファットーラモーレ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロムワンズハート号・ヴェストヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月13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〕 ピンクコーラル号・ヴェストヴォーグ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月13日まで

平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アキノスター号・オレノブルース号・ニルヴァーナ号
（非抽選馬） 2頭 ジョリエス号・レオプレシード号



22005 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1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

24 エナジーチャイム 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 416 ―1：34．8 3．2�
713 ショウナンアレクサ 牡2鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 アタマ 2．5�
11 ルージュクレセント 牝2鹿 54 菅原 明良 �東京ホースレーシング 国枝 栄 新ひだか 友田牧場 444 ―1：35．86 5．8�
817 アームブランシュ 牡2黒鹿54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 442 ―1：36．01� 25．5�
47 アイワナアイドル 牝2鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム 408 ―1：36．53 11．1	
510 タイセイドルチェ 牝2黒鹿54 田辺 裕信田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 472 ― 〃 アタマ 12．8

714 テリオスノア 牝2黒鹿54 三浦 皇成鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 土田 和男 460 ―1：36．92� 63．9�
612 ジ ュ レ ー ヴ 牡2栗 54 石川裕紀人中村 祐子氏 堀内 岳志 日高 山田 政宏 412 ―1：37．0クビ 244．2�
815 ヒラボクムーン 牝2鹿 54 内田 博幸�平田牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 466 ―1：37．1� 233．9
59 リ ー ア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 442 ―1：37．2� 26．5�
48 クリノマイスター 牡2黒鹿54 松岡 正海栗本 博晴氏 中尾 秀正 新ひだか 城地牧場 466 ―1：37．41� 116．7�
12 イーデンテソーロ 牡2黒鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 リョーケンファー
ム株式会社 454 ―1：37．5クビ 63．7�

611 キタノオブピース 牡2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 平取 有限会社中
田牧場 434 ―1：37．6� 236．0�

36 ビッグリュウオー 牡2鹿 54 江田 照男中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 514 ― 〃 ハナ 97．5�
23 バナナシェイク 牝2鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 坂元 芳春 448 ―1：37．91� 208．6�
35 ウインエルフリーデ 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 432 ―1：38．64 70．5�
816 ハードキャリー 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 490 ― （競走中止） 315．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 59，684，700円 複勝： 50，546，600円 枠連： 14，327，100円
馬連： 68，289，600円 馬単： 29，704，400円 ワイド： 55，558，100円
3連複： 94，979，300円 3連単： 105，600，200円 計： 478，690，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 210円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 596847 的中 � 150918（2番人気）
複勝票数 計 505466 的中 � 102370（2番人気）� 133341（1番人気）� 76319（3番人気）
枠連票数 計 143271 的中 （2－7） 24071（1番人気）
馬連票数 計 682896 的中 �� 127355（1番人気）
馬単票数 計 297044 的中 �� 19255（3番人気）
ワイド票数 計 555581 的中 �� 73459（1番人気）�� 37217（3番人気）�� 49756（2番人気）
3連複票数 計 949793 的中 ��� 132206（1番人気）
3連単票数 計1056002 的中 ��� 25155（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―48．8―1：01．1―1：12．5―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．7
3 4，6（3，10，14）9，13，1，12－（8，17）（7，15）11（5，2）－16 4 4，6（3，10，14）（9，13）1，12，17（8，7，15）－（11，2）＝5＝16

勝馬の
紹 介

エナジーチャイム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ルーラーシップ 初出走

2020．1．16生 牝2栗 母 カ リ ン バ 母母 アフリカンピアノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ハードキャリー号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ハードキャリー号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審査。
※タイセイドルチェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22006 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

牝；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
1：20．8
1：20．1

良
良

612 ハーエクセレンシー 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 412 ―1：24．0 8．5�
48 ヴゼットマシェリ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 420 ―1：24．31� 16．1�
715 ユアフラッシュ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 414 ―1：24．72� 44．3�
59 クロスリーフ 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 平取 坂東牧場 466 ― 〃 クビ 2．0�
24 キタノチェロキー 牝2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 中山 高鹿康 448 ― 〃 ハナ 203．1	
818 ディアナバイオ 牝2黒鹿54 丸田 恭介バイオ� 奥平 雅士 日高 沖田牧場 444 ―1：24．8� 37．6

11 チキチキチータ 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 410 ―1：24．9クビ 39．1�
12 クライノート 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：25．01 5．7�
47 オ コ ジ ュ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 中野 栄治 日高 荒井ファーム 434 ―1：25．21 80．5
713 カ リ ン パ ニ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 真歌田中牧場 376 ―1：25．3� 78．0�
35 キーオブハート 牝2青鹿54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 橋本牧場 438 ―1：25．4� 126．6�
510 デルマウッチャリ 牝2栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 410 ― 〃 ハナ 325．3�
817 ブルーブルースカイ 牝2黒鹿54 内田 博幸浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 428 ― 〃 ハナ 165．9�
816 ファームフレッシュ 牝2黒鹿54 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ―1：25．61� 86．5�
36 エーデルシュタイン 牝2黒鹿54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 388 ―1：26．34 96．5�
611 エメイヴェイモン 牝2芦 54 M．デムーロ前田 幸大氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494 ―1：27．15 6．3�
714 オ ラ ン ジ ー 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 444 ―1：30．0大差 17．8�

（17頭）
23 フレンドローズ 牝2栗 54

52 △小林 脩斗横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 原 弘之 444 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 54，543，600円 複勝： 51，898，200円 枠連： 14，891，800円
馬連： 60，756，800円 馬単： 28，748，100円 ワイド： 57，043，000円
3連複： 92，520，400円 3連単： 102，087，100円 計： 462，489，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 280円 � 400円 � 890円 枠 連（4－6） 1，760円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，130円 �� 4，600円

3 連 複 ��� 28，050円 3 連 単 ��� 128，270円

票 数

単勝票数 差引計 545436（返還計 2680） 的中 � 54035（4番人気）
複勝票数 差引計 518982（返還計 3530） 的中 � 54955（4番人気）� 34068（5番人気）� 13577（9番人気）
枠連票数 差引計 148918（返還計 70） 的中 （4－6） 6547（7番人気）
馬連票数 差引計 607568（返還計 9573） 的中 �� 10482（14番人気）
馬単票数 差引計 287481（返還計 4335） 的中 �� 2089（29番人気）
ワイド票数 差引計 570430（返還計 11670） 的中 �� 10102（15番人気）�� 6915（19番人気）�� 3143（37番人気）
3連複票数 差引計 925204（返還計 30941） 的中 ��� 2473（71番人気）
3連単票数 差引計1020871（返還計 33290） 的中 ��� 577（308番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―12．6―12．9―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―35．7―48．3―1：01．2―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．7
3 7（9，18）（1，2）8（5，12）（10，13，15）4，11－（6，17，14）16 4 ・（7，9，18）（1，2，8）（5，12）（10，13，15）4（6，17）11，16，14

勝馬の
紹 介

ハーエクセレンシー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Successful Appeal 初出走

2020．3．28生 牝2鹿 母 ハーエミネンシー 母母 Chic Dancer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 フレンドローズ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オランジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13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） 3頭 アイリッシュパール号・タイセイドルチェ号・ミレディ号



22007 8月13日 晴 良 （4新潟3） 第1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 5，200，000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
1：44．1
1：43．8

良
良

36 ハ イ ハ ロ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太青芝商事� 宮田 敬介 安平 追分ファーム 496＋ 41：47．3 3．5�
47 キタサンエポナ 牝3黒鹿54 川田 将雅�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：48．04 9．3�
816 ア ル テ ラ 牡3芦 56 津村 明秀武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 412－ 4 〃 ハナ 4．7�
818 マルアズール 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 410± 01：48．1� 14．4�
611 シ ュ ホ 牝3栗 54 岩田 康誠�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 406＋ 4 〃 クビ 27．6	
510 エコロブレーヴ 牡3栗 56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－101：48．2� 33．5

48 アンダーユアスペル 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458－101：48．41� 4．3�
35 サンマルディライト 牡3栗 56 田辺 裕信相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 460± 0 〃 ハナ 10．5�
11 タイセイエール 牝3鹿 54 菅原 明良田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 438－ 4 〃 アタマ 9．1
23 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± 01：48．82 32．7�
817 ソリスルクス 牡3栗 56 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448＋101：49．12 51．3�
715 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 岩部 純二豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 434＋ 81：49．41� 50．3�
612 サットンプレイス 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 486 ―1：49．61� 220．6�
12 � ロ ウ レ イ ロ 牝3栗 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 豪 Mr R Ror-

rison 486＋ 61：49．81� 242．3�
713 トヨリュウオー 牝3芦 54 杉原 誠人�しょうじ 大和田 成 新ひだか グローリーファーム 410－ 81：50．33 414．6�
24 オレノブルース 牡3青 56

53 ▲原 優介諸岡 慶氏 南田美知雄 日高 北田 剛 446－131：52．1大差 492．4�
59 グラスセービア 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B488± 01：52．42 602．1�
714 プランタニエール 牝3鹿 54 野中悠太郎成富 直行氏 勢司 和浩 新ひだか 小河 豊水 444＋121：59．7大差 388．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，595，100円 複勝： 68，753，900円 枠連： 17，579，600円
馬連： 74，227，700円 馬単： 27，374，200円 ワイド： 71，614，700円
3連複： 120，032，200円 3連単： 115，967，400円 計： 542，144，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 230円 � 170円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 890円 �� 470円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 20，300円

票 数

単勝票数 計 465951 的中 � 103630（1番人気）
複勝票数 計 687539 的中 � 119432（2番人気）� 66243（5番人気）� 106008（3番人気）
枠連票数 計 175796 的中 （3－4） 31080（1番人気）
馬連票数 計 742277 的中 �� 28172（7番人気）
馬単票数 計 273742 的中 �� 6837（8番人気）
ワイド票数 計 716147 的中 �� 20116（12番人気）�� 41031（2番人気）�� 16134（15番人気）
3連複票数 計1200322 的中 ��� 22103（9番人気）
3連単票数 計1159674 的中 ��� 4140（52番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．5―13．0―12．8―11．3―10．7―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．9―48．4―1：01．4―1：14．2―1：25．5―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ イ ハ ロ ー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．5．14 新潟6着

2019．2．22生 牡3栗 母 ハ イ リ リ ー 母母 テイクミーハイヤー 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 ソリスルクス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレノブルース号・グラスセービア号・プランタニエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年9月13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〕 トヨリュウオー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月13日まで平地競走に出走できな

い。
※オレノブルース号・キタサンエポナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22008 8月13日 晴 良 （4新潟3） 第1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 7，700，000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

47 タヒチアンダンス 牝3栗 52 福永 祐一吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋ 41：52．9 1．5�
11 アイスヴィスタ 牝5芦 55

52 ▲原 優介村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 486＋ 81：53．11� 20．4�
22 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 52 戸崎 圭太子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 462± 01：53．63 4．4�
46 � テンナイトパール 牝6鹿 55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 490－ 41：54．02� 125．3�
59 カ ラ ン セ 牝3鹿 52 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 81：54．52� 12．0�
34 クインズミモザ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 524± 0 〃 アタマ 12．5	
58 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

53 △小林 脩斗齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：55．13� 66．3

610 ペリトモレノ 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 490－ 6 〃 アタマ 405．2�
23 グ ラ ス ピ レ 牝4芦 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 464± 0 〃 クビ 157．0
713 ア プ サ ラ ー 牝3栗 52 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 442＋121：56．05 16．5�
712 ズ ー ル ー 牝5鹿 55 三浦 皇成椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 21：56．74 27．1�
814� エンジェルステアー 牝4鹿 55 杉原 誠人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 456＋ 41：57．12 177．3�
611 ルミナスナイト 牝5栗 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：57．31� 139．3�
35 ハイスピリッツ 牝4黒鹿55 柴田 大知岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：57．62 247．0�
815 ロックオンエイム 牝4黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 462＋ 21：57．91� 96．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，435，000円 複勝： 120，456，500円 枠連： 15，276，800円
馬連： 72，587，400円 馬単： 42，016，900円 ワイド： 68，080，600円
3連複： 123，495，100円 3連単： 182，898，100円 計： 670，246，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 130円 枠 連（1－4） 970円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 454350 的中 � 238590（1番人気）
複勝票数 計1204565 的中 � 798918（1番人気）� 34351（6番人気）� 124625（2番人気）
枠連票数 計 152768 的中 （1－4） 12128（4番人気）
馬連票数 計 725874 的中 �� 46318（4番人気）
馬単票数 計 420169 的中 �� 21104（5番人気）
ワイド票数 計 680806 的中 �� 38166（4番人気）�� 155411（1番人気）�� 19270（10番人気）
3連複票数 計1234951 的中 ��� 89408（3番人気）
3連単票数 計1828981 的中 ��� 26779（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．8―13．1―12．9―12．9―13．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―49．7―1：02．6―1：15．5―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タヒチアンダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．12．18 中山1着

2019．2．10生 牝3栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 5戦2勝 賞金 18，800，000円



22009 8月13日 曇 良 （4新潟3） 第1日 第9競走 ��2，000�
ゆ ざ わ

湯 沢 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）

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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 スパイダーゴールド 牡3栗 54 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 492＋141：58．7 4．0�
68 リ ア ド 牡3鹿 54 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：59．12� 1．7�
813 サザンナイツ �4黒鹿57 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 94．4�
69 テラフォーミング 牡3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 464＋141：59．31� 12．9�
11 ア ー ダ レ イ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 454－ 41：59．4クビ 166．1�
711 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 三浦 皇成	G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 472＋ 61：59．5� 38．3

710 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 柴田 善臣宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 484－ 4 〃 ハナ 28．6�
33 ウインシュクラン �4栗 57 菊沢 一樹	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 クビ 169．5�
56 エ シ カ ル 牡4黒鹿57 菅原 明良吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：59．81� 10．1
45 マイネルパリオート 牡4鹿 57 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 464＋ 8 〃 ハナ 37．2�
22 ヒシシュシュ 牝4鹿 55 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 406－102：00．01	 8．2�
812 レッドペルーシュ 牝5鹿 55 丸田 恭介 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 418－142：01．27 108．4�
57 
 レ ヴ ォ リ オ 牡4鹿 57 石川裕紀人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B488＋122：01．51� 159．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 58，813，400円 複勝： 84，100，800円 枠連： 17，616，500円
馬連： 97，530，900円 馬単： 46，836，000円 ワイド： 82，304，900円
3連複： 147，426，400円 3連単： 215，204，700円 計： 749，833，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 110円 � 820円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，190円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 30，810円

票 数

単勝票数 計 588134 的中 � 115367（2番人気）
複勝票数 計 841008 的中 � 139402（2番人気）� 335941（1番人気）� 12616（9番人気）
枠連票数 計 176165 的中 （4－6） 49246（1番人気）
馬連票数 計 975309 的中 �� 230520（1番人気）
馬単票数 計 468360 的中 �� 37622（3番人気）
ワイド票数 計 823049 的中 �� 140545（1番人気）�� 4205（33番人気）�� 7290（25番人気）
3連複票数 計1474264 的中 ��� 17484（21番人気）
3連単票数 計2152047 的中 ��� 5063（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．7―36．7―48．5―1：00．5―1：12．8―1：24．6―1：35．6―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 13，11，3（5，9）（1，4）－（7，8）12，2，10－6 4 13，11（3，9）5（1，4）－8，7，12（2，10）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スパイダーゴールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2021．12．12 中山2着

2019．4．16生 牡3栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 5戦2勝 賞金 21，737，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔その他〕 スパイダーゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スパイダーゴールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月13日まで出走できない。

22010 8月13日 雨 稍重 （4新潟3） 第1日 第10競走 ��1，400�
し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走15時10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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

68 ブライトオンベイス 牝3鹿 52 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 450＋161：22．2 7．5�

11 ベッラノーヴァ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 412＋ 4 〃 クビ 7．0�
812 サ ル ビ ア 牝4栗 55 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：22．41� 4．7�
33 タケルラスティ 牡5栗 57 吉田 豊森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 490－141：22．61� 49．8�
69 アップリバー 牝4青鹿55 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：22．7� 15．2	
57 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 川田 将雅栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 440－ 61：22．8クビ 5．1

45 ピースユニヴァース 牡7鹿 57 木幡 巧也久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494－ 41：22．9� 234．9�
44 エスジープリンセス 牝4芦 55 杉原 誠人後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B472± 0 〃 ハナ 40．0�
22 アンジュミニョン 牝6鹿 55 菅原 明良 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 464＋ 61：23．21	 3．4
56 トーカイキング 牡4栗 57 岩田 康誠田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 464＋ 2 〃 クビ 7．4�
711 ルミナスライン 牝4鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 448＋121：23．62	 87．6�
710
 ブルーエクセレンス 牡6青鹿57 野中悠太郎ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 81：24．55 150．6�
813
 ケリアテソーロ 牝4鹿 55 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 446＋ 61：24．6	 52．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 67，871，300円 複勝： 97，956，800円 枠連： 23，398，900円
馬連： 131，295，500円 馬単： 48，843，200円 ワイド： 105，220，600円
3連複： 200，311，300円 3連単： 225，825，400円 計： 900，723，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 210円 � 170円 枠 連（1－6） 1，820円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 590円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 25，150円

票 数

単勝票数 計 678713 的中 � 71821（6番人気）
複勝票数 計 979568 的中 � 96123（5番人気）� 115923（4番人気）� 169146（2番人気）
枠連票数 計 233989 的中 （1－6） 9929（10番人気）
馬連票数 計1312955 的中 �� 38003（13番人気）
馬単票数 計 488432 的中 �� 6915（26番人気）
ワイド票数 計1052206 的中 �� 23829（16番人気）�� 46222（8番人気）�� 49895（6番人気）
3連複票数 計2003113 的中 ��� 43707（13番人気）
3連単票数 計2258254 的中 ��� 6508（101番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．6―11．9―12．3―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．7―46．6―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトオンベイス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Miswaki デビュー 2022．1．30 東京7着

2019．5．23生 牝3鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore 6戦3勝 賞金 29，387，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※タケルラスティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22011 8月13日 曇 重 （4新潟3） 第1日 第11競走 ��1，000�
いなずま

稲妻ステークス
発走15時45分 （芝・直線）
3歳以上，3勝クラス，R3．8．14以降R4．8．7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

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
53．7
53．7

良
良

611 トミケンルーア �6鹿 55 木幡 初也富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 486－ 2 56．3 7．3�
612 ショウナンバニラ 牝6鹿 53 三浦 皇成�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 450－ 2 56．4� 8．1�
816 ショウナンバービー 牝5鹿 53 M．デムーロ�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 510＋ 6 〃 クビ 4．5�
12 ファイアダンサー 牝4青鹿53 戸崎 圭太ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 4 56．71� 30．6�
817 ヒロノトウリョウ 牡6鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B500± 0 〃 クビ 6．1�
36 � ジャズエチュード 牝4鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 510－ 4 56．9� 10．2	
818 ノアヴィグラス 牝4栗 51 藤田菜七子佐山 公男氏 天間 昭一 浦河 酒井牧場 464－ 6 〃 クビ 8．3

48 ムスコローソ 牡7栗 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528＋10 57．21� 85．2�
47 スイーツマジック 牝4鹿 52 木幡 巧也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472－ 4 〃 アタマ 65．2�
715 ベイビーボス 牡5鹿 55 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 478± 0 〃 アタマ 14．5
714� スーパーウーパー 牝4芦 51 松岡 正海�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 476－ 4 〃 ハナ 31．3�
59 シホノレジーナ 牝5栗 52 菊沢 一樹村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム B498± 0 57．41 89．3�
713 シ ャ チ 牡5鹿 51 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B460± 0 57．5� 34．0�
11 テーオーマルクス 牡5鹿 55 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 496± 0 57．61 58．1�
23 � ジャスパージャック 牡6鹿 56 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B538＋10 57．7� 9．1�
35 トミケンボハテル 牡8芦 53 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 508＋20 58．23 356．7�
510 フ ミ ロ ア 牝4鹿 52 江田 照男林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 6 58．41
 20．8�
24 クルークヴァール 牡7鹿 54 津村 明秀林 正道氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム B470－ 2 59．03� 70．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 130，533，700円 複勝： 154，360，500円 枠連： 119，835，000円
馬連： 342，910，600円 馬単： 119，103，300円 ワイド： 251，999，400円
3連複： 658，333，600円 3連単： 656，782，000円 計： 2，433，858，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 220円 � 170円 枠 連（6－6） 2，520円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 920円 �� 630円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 18，580円

票 数

単勝票数 計1305337 的中 � 141304（3番人気）
複勝票数 計1543605 的中 � 167474（4番人気）� 172272（3番人気）� 268613（1番人気）
枠連票数 計1198350 的中 （6－6） 36818（10番人気）
馬連票数 計3429106 的中 �� 103904（7番人気）
馬単票数 計1191033 的中 �� 19346（11番人気）
ワイド票数 計2519994 的中 �� 68527（7番人気）�� 103574（2番人気）�� 100529（3番人気）
3連複票数 計6583336 的中 ��� 144457（4番人気）
3連単票数 計6567820 的中 ��� 25624（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．3―44．4

上り4F44．4－3F34．0
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンルーア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 中山2着

2016．5．3生 �6鹿 母 オーバーザムーン 母母 メイプルダンス 28戦4勝 賞金 87，660，000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 カゼノタニノアヤカ号・ドリームジャンボ号・ミキノバスドラム号

22012 8月13日 曇 重 （4新潟3） 第1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 7，700，000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
1：09．1
1：08．5

重
重

47 スンヌンタイ 牝3鹿 52 川田 将雅田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 496－ 21：11．9 3．1�
23 オールフラッグ 牡3芦 54 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム B482＋10 〃 アタマ 8．7�
34 マイネルシトラス 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 510－ 21：12．21� 10．1�
713 ベルウッドウズメ 牡3芦 54 菅原 明良鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 500± 01：12．41� 4．8�
11 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 52 石川裕紀人石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 460＋12 〃 ハナ 4．1	
814 タマダイヤモンド 牝4青鹿55 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484－ 21：12．5� 17．5

35 � エコロブラスト 牡4鹿 57 石橋 脩原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 4 〃 クビ 84．3�
610 コウユーママニニテ 牝3黒鹿52 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 452＋101：12．71 18．1�
815 イ ル ザ 牝3栗 52 福永 祐一中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 448＋ 6 〃 ハナ 10．4
59 プロトサマニ 牝4芦 55 杉原 誠人福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 510－ 41：12．8クビ 142．8�
22 � エ コ ロ ワ カ 牝4黒鹿55 江田 照男原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 452－ 41：12．9� 106．1�
712 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 444＋ 61：13．11	 161．3�
46 � アイファーラクーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 436± 0 〃 クビ 295．9�

611� ドリームウィーバー 牡4黒鹿 57
54 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 482＋141：13．84 355．7�

58 リ ュ タ ン 牡3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 496＋141：15．28 40．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 97，773，100円 複勝： 118，009，400円 枠連： 35，375，500円
馬連： 180，269，800円 馬単： 73，156，000円 ワイド： 155，151，600円
3連複： 282，311，400円 3連単： 339，877，200円 計： 1，281，924，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 290円 枠 連（2－4） 1，450円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 520円 �� 600円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 977731 的中 � 249488（1番人気）
複勝票数 計1180094 的中 � 272582（1番人気）� 127020（4番人気）� 87229（5番人気）
枠連票数 計 353755 的中 （2－4） 18810（7番人気）
馬連票数 計1802698 的中 �� 103065（4番人気）
馬単票数 計 731560 的中 �� 26382（5番人気）
ワイド票数 計1551516 的中 �� 79410（4番人気）�� 66610（5番人気）�� 34863（16番人気）
3連複票数 計2823114 的中 ��� 51219（13番人気）
3連単票数 計3398772 的中 ��� 16745（34番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―12．3―12．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．9―36．2―48．5―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 ・（9，7）（3，4，13，5）（1，10）（6，2，12）（14，15）8，11 4 ・（9，7）（13，5）（3，4）（1，10）（6，2）12（14，15）（8，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スンヌンタイ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2021．9．19 中山2着

2019．3．8生 牝3鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 11戦2勝 賞金 22，420，000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。
（非当選馬） 1頭 キタノブレイド号
（非抽選馬） 2頭 トーセンアマンダ号・ニシノフウジン号



（4新潟3）第1日 8月13日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後重

競走回数 12回 出走頭数 187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

189，760，000円
3，020，000円
30，270，000円
1，360，000円
23，920，000円
83，476，000円
5，142，500円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
741，951，500円
1，124，433，300円
311，815，200円
1，277，391，900円
544，778，400円
1，103，349，200円
2，133，237，900円
2，428，995，200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
計 9，665，952，600円

総入場人員 6，950名 （有料入場人員 6，421名）
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