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22013 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2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

69 エールヴィオレ 牝5栗 58 白浜 雄造佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 458＋ 63：04．8 3．6�
33 エカテリンブルク 牡5青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 506± 03：06．18 2．1�
22 ブレイニーラン 牡7鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 480－ 23：07．27 11．5�
813 タンジェントアーク 牡4黒鹿60 大江原 圭大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B446＋123：07．4� 105．3�
45 エターナルボンド 牡5黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B514－ 43：07．71� 6．1�
712 アサクサトラマル 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－ 23：09．5大差 46．1	
46 メ ル テ ミ ア 牡4鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 460＋143：10．24 81．9

610 クリノラピッド 牝4黒鹿58 上野 翔栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 462＋143：10．52 125．3�
711� コラルブラッシュ 牡6鹿 60 大庭 和弥中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 470＋ 43：10．82 254．6�
58 リフトトゥヘヴン 牡8鹿 60 西村 太一丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490－ 23：11．11� 134．1
57 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 520－ 83：11．2� 16．2�
814 コウソクスピード 	5青鹿60 石神 深一野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞
湖 レイクヴィラファーム 518± 03：12．68 8．6�
34 � サンアントニオ 	5鹿 60 小坂 忠士椎名 節氏 庄野 靖志 浦河 中神牧場 476－ 43：20．6大差 127．9�
11 � ビップテッペン 牡5黒鹿60 中村 将之鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 446± 0 （競走中止） 131．4�
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売 得 金
単勝： 22，723，500円 複勝： 38，297，600円 枠連： 7，898，500円
馬連： 41，324，100円 馬単： 19，950，000円 ワイド： 33，572，600円
3連複： 71，172，300円 3連単： 86，725，200円 計： 321，663，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 630円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 227235 的中 � 49179（2番人気）
複勝票数 計 382976 的中 � 58896（2番人気）� 169155（1番人気）� 26018（5番人気）
枠連票数 計 78985 的中 （3－6） 15228（1番人気）
馬連票数 計 413241 的中 �� 83148（1番人気）
馬単票数 計 199500 的中 �� 18295（2番人気）
ワイド票数 計 335726 的中 �� 66088（1番人気）�� 11124（8番人気）�� 20159（4番人気）
3連複票数 計 711723 的中 ��� 46565（3番人気）
3連単票数 計 867252 的中 ��� 11287（16番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 50．9－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エールヴィオレ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．16 阪神1着

2017．2．17生 牝5栗 母 クインリーグレイス 母母 クイーンモード 障害：6戦1勝 賞金 13，500，000円
〔競走中止〕 ビップテッペン号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ビップテッペン号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審

査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 サンアントニオ号は，2号障害，3号障害および1周目4号障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。

22014 8月14日 曇 不良 （4新潟3） 第2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 5，200，000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

46 フレンチギフト 牝3栗 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 広田牧場 464± 01：53．1 4．5�
11 トリプルスリル 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 474－ 41：53．41� 4．9�
611 ベイビールビオ 牡3栗 56 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 492± 01：53．5� 3．0�
713 キングスウェイ 牡3鹿 56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486＋14 〃 クビ 16．0�
610 セ ン ジ ュ 牡3栗 56

53 ▲原 優介荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 B456± 01：53．6� 15．6�
23 ト リ デ ン テ 牡3栗 56 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム B510± 0 〃 ハナ 51．6�
814 ワンダーロゼット 牝3黒鹿54 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか フクダファーム 464＋ 41：54．02� 523．4	
47 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484＋ 61：54．1クビ 58．4

815 エメラルセシリア 牝3青鹿54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 424＋ 41：54．42 13．7�
35 カペラスター 牡3鹿 56 菊沢 一樹永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド B474－ 81：54．61 270．1�
59 スペシャルナンバー 牡3黒鹿56 津村 明秀 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 470－141：54．91� 7．4�
34 バイオエックス 牡3鹿 56 戸崎 圭太小島 章義氏 黒岩 陽一 新ひだか 高橋 修 B504－161：55．0� 11．6�
712 ゴールデンギフト 牡3鹿 56 杉原 誠人櫻井 正氏 大和田 成 むかわ 上水牧場 490 ―1：56．06 103．1�
22 ミユキザストロング 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔長井 純一氏 小西 一男 日高 オリオンファーム 554＋ 21：56．2� 214．2�
58 ラ ー ル ブ ル 牡3黒鹿56 和田 竜二 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B490＋ 42：02．6大差 35．8�
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売 得 金
単勝： 33，502，400円 複勝： 55，447，700円 枠連： 11，716，700円
馬連： 70，760，800円 馬単： 26，678，000円 ワイド： 58，071，900円
3連複： 101，941，600円 3連単： 102，971，900円 計： 461，091，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 140円 � 120円 枠 連（1－4） 970円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 400円 �� 260円 �� 260円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 335024 的中 � 59220（2番人気）
複勝票数 計 554477 的中 � 95831（3番人気）� 96562（2番人気）� 130285（1番人気）
枠連票数 計 117167 的中 （1－4） 9343（3番人気）
馬連票数 計 707608 的中 �� 62804（3番人気）
馬単票数 計 266780 的中 �� 10479（6番人気）
ワイド票数 計 580719 的中 �� 33556（4番人気）�� 58701（2番人気）�� 59353（1番人気）
3連複票数 計1019416 的中 ��� 87413（1番人気）
3連単票数 計1029719 的中 ��� 14866（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．1―50．7―1：02．7―1：14．4―1：27．1―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フレンチギフト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．4．2 中山7着

2019．4．26生 牝3栗 母 フレンチトウショウ 母母 バージントウショウ 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔騎手変更〕 バイオエックス号の騎手岩田望来は，第4回小倉競馬第1日第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため戸崎圭太に

変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラールブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日まで平地競走に

出走できない。

第３回 新潟競馬 第２日



22015 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時15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
1：08．7
1：07．5

良
良

24 リ バ ー ラ 牝2鹿 54 石橋 脩荒井 泰樹氏 高柳 瑞樹 日高 シンボリ牧場 418＋ 21：09．1 14．3�
612 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 446－ 2 〃 クビ 3．8�
59 クールムーア 牡2鹿 54 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 458－ 21：09．31� 4．3�
35 トロピカルヒーロー 牡2鹿 54

51 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 464－ 41：09．4� 80．0�
12 クリントンテソーロ 牡2黒鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 牧 光二 日高 リョーケンファー
ム株式会社 426＋ 41：09．93 124．5�

713 カツノテンス 牡2黒鹿54 松岡 正海勝野産業	 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 434－ 61：10．11� 272．7

48 グラスヴィガー 牡2栗 54 田辺 裕信半沢	 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 456－ 4 〃 ハナ 7．5�
47 クレイプマートル 牝2鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 516＋ 6 〃 クビ 9．6�
510 マ ホ ロ バ 牡2黒鹿54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 平山牧場 510－ 41：10．2� 6．9
817 ショッキングブルー 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 平取 有限会社中

田牧場 422＋ 41：10．3クビ 17．6�
715 エマウリオマレプ 牝2鹿 54 江田 照男	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 506－ 21：10．51� 168．5�
11 オフェーリア 牝2黒鹿54 嶋田 純次	ミルファーム 石毛 善彦 日高 道見牧場 420± 01：10．6� 201．6�
23 カ ッ テ ミ ル 牝2鹿 54 岩部 純二	ミルファーム 奥平 雅士 えりも 能登 浩 440＋ 4 〃 ハナ 9．0�
611 ニシノメラーキ 牡2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 432＋ 41：10．7� 61．7�
36 ナックブライアン 牡2鹿 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 460＋ 41：11．01� 130．1�
816 ク リ イ ロ 牝2栗 54

52 △小林 脩斗石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 390－ 41：11．1クビ 170．8�
818 ビ ル カ ー ル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 462－ 21：14．6大差 93．3�

（17頭）
714 ロジブライアン 牡2鹿 54 石川裕紀人久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 500± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，543，300円 複勝： 61，524，600円 枠連： 18，147，200円
馬連： 67，467，000円 馬単： 27，666，800円 ワイド： 65，702，700円
3連複： 111，807，400円 3連単： 107，881，200円 計： 505，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 280円 � 150円 � 150円 枠 連（2－6） 900円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 820円 �� 900円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 差引計 455433（返還計 1361） 的中 � 26974（7番人気）
複勝票数 差引計 615246（返還計 3196） 的中 � 43644（7番人気）� 125513（1番人気）� 112161（2番人気）
枠連票数 計 181472 的中 （2－6） 15517（5番人気）
馬連票数 差引計 674670（返還計 5903） 的中 �� 26458（8番人気）
馬単票数 差引計 276668（返還計 2414） 的中 �� 4050（21番人気）
ワイド票数 差引計 657027（返還計 7638） 的中 �� 19995（10番人気）�� 18062（14番人気）�� 43263（1番人気）
3連複票数 差引計1118074（返還計 18671） 的中 ��� 29710（6番人気）
3連単票数 差引計1078812（返還計 19270） 的中 ��� 2729（97番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 ・（3，7，8）（4，12）（9，16）（1，5）－（2，13）－17－（6，10）15－11－18 4 ・（3，7，8）（4，12，9）（1，5）（2，13，16）－17－10，6－15，11＝18
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

リ バ ー ラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2022．7．17 福島3着

2020．3．14生 牝2鹿 母 イ ン ド リ ヤ 母母 Sophie’s Salad 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ビルカール号の騎手柴田善臣は，第1日第9競走での負傷のため戸崎圭太に変更。
〔競走除外〕 ロジブライアン号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 ショッキングブルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ナックブライアン号の騎手木幡初也は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。

リバーラ号の騎手石橋脩は，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戒告。（被害馬：
3番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビルカール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14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 ヒャクマンボルト号・ロデオフリップ号

22016 8月14日 曇 重 （4新潟3） 第2日 第4競走 1，200�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
1：09．1
1：08．5

重
重

814 カフェベラノッテ 牡3栗 56
54 △小林 脩斗西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 460＋ 21：10．7 28．8�

712 パ ン タ ナ ル 牡3栗 56 和田 竜二�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 508－ 2 〃 アタマ 15．9�
35 フ エ キ 牝3栗 54 田辺 裕信�和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 510± 01：10．8クビ 1．9�
34 クリスタルウエイ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B474± 01：10．9� 7．0�
11 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 448＋ 21：11．0� 7．4	
815 ブラザリーラヴ 牡3鹿 56 丸田 恭介寺田 心平氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 430＋ 41：11．1クビ 68．8

58 ペイシャブライティ 牡3栗 56 菅原 明良北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 486－121：11．21 5．4�
46 オルロージュ 牡3芦 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 440－ 6 〃 クビ 15．7�
23 ジュヴゼーム 牡3黒鹿56 柴田 大知吉田 千津氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B518＋141：11．51� 75．5
611 テンコウバヒ 牡3青鹿56 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：11．81� 24．0�
22 ア ポ 牡3栗 56

53 ▲原 優介武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋ 61：12．22 86．6�
610 キタサンドライバー 牡3鹿 56 武士沢友治�大野商事 小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 B498－141：12．51� 123．1�
47 ヴェクトライズ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 飯岡牧場 504－ 4 〃 アタマ 98．0�
59 イージスカフェ 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔西川 光一氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486－ 21：12．71� 42．7�
713 スペキュレーター 牡3鹿 56 水口 優也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 伏木田牧場 454－ 61：13．23 428．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，083，900円 複勝： 64，605，700円 枠連： 13，262，400円
馬連： 69，721，800円 馬単： 31，746，900円 ワイド： 70，115，400円
3連複： 117，630，800円 3連単： 127，047，600円 計： 540，214，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 410円 � 320円 � 120円 枠 連（7－8） 7，540円

馬 連 �� 12，690円 馬 単 �� 33，300円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 780円 �� 630円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 110，570円

票 数

単勝票数 計 460839 的中 � 12758（8番人気）
複勝票数 計 646057 的中 � 29115（7番人気）� 39507（6番人気）� 215602（1番人気）
枠連票数 計 132624 的中 （7－8） 1362（17番人気）
馬連票数 計 697218 的中 �� 4255（29番人気）
馬単票数 計 317469 的中 �� 715（66番人気）
ワイド票数 計 701154 的中 �� 6057（27番人気）�� 23461（7番人気）�� 29770（6番人気）
3連複票数 計1176308 的中 ��� 10967（23番人気）
3連単票数 計1270476 的中 ��� 833（287番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェベラノッテ �
�
父 アロマカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2021．12．28 中山14着

2019．5．6生 牡3栗 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 8戦1勝 賞金 7，820，000円
〔騎手変更〕 ジュヴゼーム号の騎手岩田望来は，第4回小倉競馬第1日第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため柴田大知に

変更。
〔発走状況〕 ジュヴゼーム号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 イージスカフェ号の調教師堀宣行は，馬場入場後に同馬の左手綱が切損したことについて過怠金50，000円。
※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） 3頭 デルマベルセブブ号・ハピネスガッサン号・フェスティヴベッラ号
（非抽選馬） 3頭 アルファプリンセス号・ドルズプライスレス号・ホワイトレッグス号



22017 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第5競走 ��1，800�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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

35 ヒシルリアン 牡2青鹿54 戸崎 圭太阿部 雅英氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490 ―1：50．8 7．7�
815 マイネルモーント 牡2芦 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：50．9� 3．7�
11 エイシンレジューム 牡2黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高野牧場 488 ―1：51．0� 11．0�
23 サ ス ツ ル ギ 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488 ―1：51．1� 2．7�
712� トリプルループ 牝2鹿 54 武 豊松島 一晃氏 森 秀行 米 Mt. Brilliant

Broodmares I, LLC 488 ― 〃 ハナ 8．0	
814 スーパーマン 牡2青鹿54 木幡 巧也小菅 誠氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下

ファーム 480 ―1：51．42 15．6

610 ビルドラポール 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 日高 荒井ファーム 494 ―1：51．71� 33．2�
34 イージーオンミー 牝2栗 54 内田 博幸�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 430 ―1：52．12� 101．1�
47 アサクサアダム 牡2黒鹿54 吉田 豊櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 476 ― 〃 ハナ 84．1
59 ニシノスナイパー 牡2青 54 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 460 ― 〃 ハナ 54．7�
713 イゾレエオリア 牝2栗 54 菅原 明良吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 440 ―1：52．2� 32．0�
58 リネンマンボ 牡2芦 54

51 ▲原 優介戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 452 ―1：52．51� 334．3�

46 タッケンイッキ 牡2鹿 54 三浦 皇成竹田 寿氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：52．71� 36．6�
22 フルーツサンド 牝2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 クリアファーム 422 ―1：53．23 217．3�
611 フ ル ハ ウ ス 牡2鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 466 ―1：57．4大差 129．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，751，300円 複勝： 52，036，700円 枠連： 13，114，800円
馬連： 64，890，100円 馬単： 30，302，500円 ワイド： 55，535，500円
3連複： 98，223，700円 3連単： 109，971，900円 計： 484，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 170円 � 260円 枠 連（3－8） 1，230円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，030円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 607513 的中 � 66453（3番人気）
複勝票数 計 520367 的中 � 65369（3番人気）� 91384（2番人気）� 46466（5番人気）
枠連票数 計 131148 的中 （3－8） 8224（5番人気）
馬連票数 計 648901 的中 �� 29940（6番人気）
馬単票数 計 303025 的中 �� 5649（15番人気）
ワイド票数 計 555355 的中 �� 23935（6番人気）�� 13534（12番人気）�� 16928（9番人気）
3連複票数 計 982237 的中 ��� 15977（12番人気）
3連単票数 計1099719 的中 ��� 2760（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―50．5―1：03．8―1：16．5―1：28．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシルリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Siyouni 初出走

2020．3．13生 牡2青鹿 母 ス カ イ フ 母母 Porza 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 タッケンイッキ号の騎手岩田望来は，第4回小倉競馬第1日第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため三浦皇成に

変更。
スーパーマン号の騎手柴田善臣は，第1日第9競走での負傷のため木幡巧也に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルハウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日まで平地競走に
出走できない。

22018 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・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
1：59．5
1：56．1

良
良

36 ハイエスティーム 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 428＋ 22：00．0 3．5�
713 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450－142：00．1� 45．3�
816 アンジェラカフェ 牝3黒鹿54 武士沢友治西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 462＋ 42：00．52� 22．4�
612 キアナフリューゲル 牝3栗 54 内田 博幸鈴木 昌樹氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B470－ 2 〃 クビ 83．6�
48 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 丸田 恭介�タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 22：00．6クビ 35．2	
715 アイスランドポピー 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 462± 02：00．81� 1．9

24 イントロバート 牝3黒鹿54 木幡 巧也�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 82：00．9� 35．6�
47 ネージュプドルーズ 牝3青 54 和田 竜二�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 406＋ 22：01．11� 318．1
12 フォーユーランラン 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 422－ 62：01．2� 97．0�
818 デルマセイレーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 436＋ 6 〃 クビ 26．8�
23 ノアチェリー 牝3黒鹿54 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B472－ 42：01．3クビ 10．6�
35 フレイムリリー 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 420－ 22：01．93� 179．9�
59 ロンギングママー 牝3黒鹿54 石橋 脩坂本 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか サカイファーム 468＋122：02．0� 9．9�
611 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿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 398＋ 4 〃 アタマ 17．2�
510 ラベンダージェンヌ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 488－ 82：02．1� 268．3�
714 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 484＋102：02．31 152．4�
11 シルミオーネ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介柏瀬金之介氏 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 456± 02：02．4� 318．4�
817 フィールドゲラン 牝3鹿 54 野中悠太郎福田 光博氏 小西 一男 浦河 �川 啓一 436－ 42：02．6� 445．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，198，000円 複勝： 58，494，800円 枠連： 16，086，300円
馬連： 65，324，300円 馬単： 33，596，900円 ワイド： 64，328，700円
3連複： 102，118，700円 3連単： 133，050，500円 計： 515，198，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 770円 � 550円 枠 連（3－7） 310円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 11，540円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，990円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 46，720円 3 連 単 ��� 189，140円

票 数

単勝票数 計 421980 的中 � 95831（2番人気）
複勝票数 計 584948 的中 � 122841（2番人気）� 16167（9番人気）� 23709（6番人気）
枠連票数 計 160863 的中 （3－7） 40013（1番人気）
馬連票数 計 653243 的中 �� 7023（20番人気）
馬単票数 計 335969 的中 �� 2182（28番人気）
ワイド票数 計 643287 的中 �� 8114（20番人気）�� 8412（19番人気）�� 1789（56番人気）
3連複票数 計1021187 的中 ��� 1639（98番人気）
3連単票数 計1330505 的中 ��� 510（402番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．6―11．6―11．9―12．2―12．2―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．1―47．7―59．3―1：11．2―1：23．4―1：35．6―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．6
1
3

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

2
4

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

ハイエスティーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Burning Roma デビュー 2021．11．20 東京12着

2019．4．14生 牝3黒鹿 母 シアードラマ 母母 Riveting Drama 6戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァンシャンテ号



22019 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第7競走 1，000�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

611 ア リ ビ オ 牝3鹿 54 石川裕紀人本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 430± 0 56．5 24．2�
23 クインズコスモス 牝3栗 54 杉原 誠人 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 436± 0 〃 アタマ 24．7�
817 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 三浦 皇成鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 B464－12 〃 ハナ 2．1�
713 ミッキージェンヌ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 440＋ 4 56．6クビ 12．3�
47 ディージェーサン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ドリームジャパンホースレーシング 小桧山 悟 浦河 オカモトファーム 412＋ 8 57．02� 10．5�
818 クイーンオブチェコ 牝3鹿 54 丸田 恭介谷脇智恵子氏 浅野洋一郎 新ひだか 佐藤 勝秀 458＋12 57．1� 76．8	
510 ブランデウェイン 牡3鹿 56 内田 博幸
ミルファーム 伊坂 重信 平取 びらとり牧場 B476＋ 6 57．52� 181．7�
24 キチロクハニー 牝3青鹿54 武士沢友治山本 正美氏 村田 一誠 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B450－ 2 57．6� 266．6�
11 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 444＋ 4 57．7クビ 74．6
816 チ ア リ ン グ 牝3鹿 54 江田 照男
ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 454－ 2 57．81 6．0�
48 ベルウッドスカイ 牡3鹿 56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム B490＋ 2 57．9クビ 74．3�
715 コロンバイン 牝3鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 480＋22 〃 アタマ 7．0�
59 ロジマスタング 牝3芦 54

51 ▲原 優介久米田正明氏 大竹 正博 新冠 アラキフアーム 460－ 6 58．21� 119．9�
612 モンテジュエル 牝3芦 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 434－ 7 58．3� 39．0�

36 ララペティアン 牝3栗 54 津村 明秀フジイ興産� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 58．51� 14．2�
（法942）

714 リリーズメモリー 牝3鹿 54 嶋田 純次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド B504－ 2 58．71� 18．3�

35 レッドコーラル 牝3栗 54 松岡 正海田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 448± 0 59．76 132．6�
12 ライセンストゥキル �3鹿 56

54 ◇藤田菜七子田記 正規氏 小島 茂之 日高 大矢牧場 458－ 2 59．91� 180．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，360，600円 複勝： 50，053，500円 枠連： 29，973，600円
馬連： 95，495，900円 馬単： 40，614，100円 ワイド： 78，279，300円
3連複： 176，414，300円 3連単： 194，761，000円 計： 710，952，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 470円 � 500円 � 140円 枠 連（2－6） 17，200円

馬 連 �� 34，400円 馬 単 �� 64，800円

ワ イ ド �� 7，770円 �� 870円 �� 940円

3 連 複 ��� 15，710円 3 連 単 ��� 235，330円

票 数

単勝票数 計 453606 的中 � 14940（8番人気）
複勝票数 計 500535 的中 � 21676（8番人気）� 20114（9番人気）� 139599（1番人気）
枠連票数 計 299736 的中 （2－6） 1350（23番人気）
馬連票数 計 954959 的中 �� 2151（59番人気）
馬単票数 計 406141 的中 �� 470（118番人気）
ワイド票数 計 782793 的中 �� 2464（62番人気）�� 23727（6番人気）�� 21973（8番人気）
3連複票数 計1764143 的中 ��� 8417（47番人気）
3連単票数 計1947610 的中 ��� 600（569番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．1―44．3

上り4F44．6－3F34．2
勝馬の
紹 介

ア リ ビ オ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．12．4 中山5着

2019．2．25生 牝3鹿 母 ア イ ビ ー 母母 ロイヤルアンブリー 5戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドコーラル号・ライセンストゥキル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

14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〕 ロジマスタング号・レッドコーラル号・ライセンストゥキル号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年10月14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） 2頭 ハクサンセーラー号・プティアンジュ号
（非抽選馬） 3頭 ショウナンタイジュ号・チャイムリープ号・ネオネイア号

22020 8月14日 曇 重 （4新潟3） 第2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）

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

610 イスカンダル 牡3鹿 54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 462＋ 41：51．9 13．6�
611 インディペンデント 牡4鹿 57 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 462± 01：52．32� 130．3�
22 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 534＋ 4 〃 アタマ 15．2�
23 ロードバルドル 牡3青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 474＋ 2 〃 ハナ 5．6�
34 トーホウボルツ 牡4黒鹿57 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B474－ 41：52．4クビ 40．7�
713 ノクターナリティ 牡3黒鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B476＋ 4 〃 ハナ 65．9	
815 マイネルサハラ 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 B458－ 61：52．72 7．1

59 ローズピリオド 牡3黒鹿54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 61：53．01� 12．1�
47 コースタルテラス 牡3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B504± 0 〃 ハナ 3．1
35 バックスクリーン 牡3栗 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 512－ 41：54．17 4．2�
11 スマートルミエール 牡5鹿 57 石橋 脩大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 454－ 61：54．2� 110．6�
46 ランドアーティスト �5鹿 57 石川裕紀人吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム B474－ 61：54．41� 41．9�
58 � クリノヴィンセント 牡5鹿 57 杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 つつみ牧場 480－ 41：55．03� 43．9�
814� ユーアーマイソウル 牡5鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 500＋101：56．27 390．6�
712 エクセルローグ 牡4青鹿57 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 478－ 6 （競走中止） 20．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，167，000円 複勝： 57，957，900円 枠連： 15，589，500円
馬連： 81，449，900円 馬単： 32，668，000円 ワイド： 71，075，000円
3連複： 127，032，000円 3連単： 136，917，500円 計： 565，856，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 410円 � 2，310円 � 480円 枠 連（6－6） 50，970円

馬 連 �� 66，860円 馬 単 �� 122，500円

ワ イ ド �� 12，610円 �� 3，050円 �� 19，690円

3 連 複 ��� 274，560円 3 連 単 ��� 1，872，920円

票 数

単勝票数 計 431670 的中 � 25265（6番人気）
複勝票数 計 579579 的中 � 39412（6番人気）� 5991（14番人気）� 32714（7番人気）
枠連票数 計 155895 的中 （6－6） 237（35番人気）
馬連票数 計 814499 的中 �� 944（74番人気）
馬単票数 計 326680 的中 �� 200（145番人気）
ワイド票数 計 710750 的中 �� 1447（70番人気）�� 6087（36番人気）�� 925（81番人気）
3連複票数 計1270320 的中 ��� 347（281番人気）
3連単票数 計1369175 的中 ��� 53（1668番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．9―48．8―1：00．9―1：13．0―1：25．7―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．9
1
3
14，3，15（7，11）（1，4，12，13）9，5（2，6）（8，10）
3（14，11）13（7，15，4，9）5－（12，6）10，2（1，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イスカンダル �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．8．22 新潟6着

2019．5．30生 牡3鹿 母 ゴールドターフ 母母 ターフナチュラル 9戦2勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 エクセルローグ号は，競走中に疾病〔左第2指関節脱臼〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オニジオオタニ号・サクセスミノル号・ハリウッドフェーム号



22021 8月14日 曇 重 （4新潟3） 第2日 第9競走 ��1，200�
う ら さ

浦 佐 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

712 クロジシジョー 牡3青鹿54 戸崎 圭太河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 436＋ 61：10．2 3．7�
11 ファーンヒル 牡3黒鹿54 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 466＋ 8 〃 アタマ 4．4�
47 アルマセクメト 牝4黒鹿55 津村 明秀コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 486＋121：10．62� 69．3�
58 ハクサンライラック 牝6栗 55 三浦 皇成河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 500＋ 21：10．7� 18．0�
46 デルマカミカゼ 牡7黒鹿57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 472＋20 〃 ハナ 127．7�
713� コズミックマインド 	4鹿 57 柴田 大知�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC B448－141：10．8クビ 199．1	
814 テーオーポシブル 	6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B458－22 〃 ハナ 91．5

59 ラ キ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 472＋ 21：11．01� 56．2�
23 フ ル ム 牡3黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 472－ 2 〃 アタマ 18．1�
610 ゴールデンプルーフ 牝4鹿 55 石橋 脩 サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 アタマ 37．5�
34 スターリングワース 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 450－ 81：11．31� 31．2�
611 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 478＋161：11．4
 131．9�
22 ベストリーガード 牡3黒鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 478＋ 81：11．71� 3．3�
815 アレクサンドラ 牝3栗 52 菅原 明良大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 514＋ 41：12．12� 5．4�
35 ヤマニンビオローネ 牝4栗 55 石川裕紀人土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 484＋ 8 （競走中止） 24．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，862，700円 複勝： 77，281，800円 枠連： 21，388，800円
馬連： 112，625，400円 馬単： 42，718，900円 ワイド： 88，819，800円
3連複： 166，833，000円 3連単： 186，121，700円 計： 758，652，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 170円 � 990円 枠 連（1－7） 1，000円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，150円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 71，090円

票 数

単勝票数 計 628627 的中 � 135835（2番人気）
複勝票数 計 772818 的中 � 154393（1番人気）� 135011（2番人気）� 13699（11番人気）
枠連票数 計 213888 的中 （1－7） 16418（5番人気）
馬連票数 計1126254 的中 �� 81057（3番人気）
馬単票数 計 427189 的中 �� 14706（8番人気）
ワイド票数 計 888198 的中 �� 60165（2番人気）�� 6858（33番人気）�� 5084（40番人気）
3連複票数 計1668330 的中 ��� 7000（55番人気）
3連単票数 計1861217 的中 ��� 1898（209番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．7―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．8
3 2（4，7）－（3，15）（6，10）－（1，12）－（8，13）－（11，14）5，9 4 2（4，7）（3，6，10）15（1，12）－13，8，14，11－9－5

勝馬の
紹 介

クロジシジョー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 小倉8着

2019．4．13生 牡3青鹿 母 サイレンスラヴ 母母 ラヴリージョウ 12戦3勝 賞金 41，580，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔競走中止〕 ヤマニンビオローネ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァリアント号・スカリーワグ号
（非抽選馬）14頭 エリモグリッター号・クリノカサット号・クロデメニル号・スズカユース号・セイレーン号・タケルラスティ号・

デアリングウーマン号・トミケンカラバティ号・ネオトゥルー号・バーンパッション号・フルールドネージュ号・
ペイシャリルキス号・ミフトゥーロ号・メズメライザー号

22022 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

78 ス ト ー リ ア 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 494＋121：47．3 1．7�
11 エクランドール 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B432＋ 61：47．4� 11．3�
55 ミ ア マ ン テ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440－ 21：47．61� 4．6�
811 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 武藤 雅�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 474－ 61：47．7クビ 43．8�
44 アラビアンナイト 牝4青鹿55 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 444－ 2 〃 クビ 8．7	
66 ブルームスベリー 牝5鹿 55 武 豊 �社台レースホース嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム B460＋ 61：47．8� 12．8

22 タガノフィナーレ 牝3黒鹿52 吉田 豊八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋14 〃 ハナ 12．1�
810 ムーンライト 牝5青 55 和田 竜二石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 478＋ 4 〃 ハナ 49．2�
79 マリノソフィア 牝5黒鹿55 丸田 恭介矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 466＋101：48．01� 19．9
33 トップザビル 牝4栗 55 石橋 脩吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 442＋ 81：48．31� 171．1�
67 ラキャラントシス 牝5栗 55 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 484－ 21：49．68 69．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，219，900円 複勝： 74，877，600円 枠連： 17，295，100円
馬連： 107，292，800円 馬単： 56，947，800円 ワイド： 83，412，100円
3連複： 157，079，700円 3連単： 272，694，100円 計： 830，819，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 150円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 480円 �� 220円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 612199 的中 � 273261（1番人気）
複勝票数 計 748776 的中 � 301216（1番人気）� 45834（7番人気）� 105987（2番人気）
枠連票数 計 172951 的中 （1－7） 16302（4番人気）
馬連票数 計1072928 的中 �� 76690（5番人気）
馬単票数 計 569478 的中 �� 29232（6番人気）
ワイド票数 計 834121 的中 �� 40941（6番人気）�� 117478（1番人気）�� 24932（10番人気）
3連複票数 計1570797 的中 ��� 75001（4番人気）
3連単票数 計2726941 的中 ��� 38851（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．4―12．7―12．4―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．9―1：13．3―1：24．7―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 2，11（8，10）（7，9，6）（4，5）1－3 4 ・（2，11）（8，10）（7，9，6）（4，5）1－3

勝馬の
紹 介

ス ト ー リ ア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．28 新潟3着

2019．3．30生 牝3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 6戦3勝 賞金 37，074，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 マリノソフィア号の騎手柴田善臣は，第1日第9競走での負傷のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 ウインアルカンナ号の騎手武藤雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6

番）

２レース目



22023 8月14日 曇 稍重 （4新潟3） 第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第57回関 屋 記 念（ＧⅢ）

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53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

712 ウインカーネリアン 牡5栗 57 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 514＋ 41：33．3 3．8�
46 シ ュ リ 牡6黒鹿57 津村 明秀前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 41：33．4	 62．2�
58 ダノンザキッド 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 3．8�
57 スカイグルーヴ 牝5栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：33．61
 6．0�
814 ピースワンパラディ 牡6鹿 56 石橋 脩長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 474＋ 41：33．7� 42．4	
45 リアアメリア 牝5黒鹿54 菅原 明良 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498± 01：33．91
 18．1

610 ワールドバローズ 牡4鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 460＋ 41：34．0クビ 29．7�
34 ザ ダ ル 牡6栗 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 496－ 8 〃 クビ 28．6�
22 � エアファンディタ 牡5黒鹿56 田辺 裕信 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B462＋ 41：34．1クビ 23．9
69 エンデュミオン 牡5黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 462＋ 21：34．21 67．7�
11 イルーシヴパンサー 牡4黒鹿56 木幡 巧也草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 474－ 21：34．3クビ 5．0�
813 レッドライデン 牡5青鹿56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 490－ 4 〃 アタマ 164．1�
711 ディヴィーナ 牝4鹿 54 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：34．4� 13．8�
33 � ゴールデンシロップ 牡4黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of

Fame Stud 538＋ 61：35．03� 15．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 340，174，100円 複勝： 373，818，500円 枠連： 154，587，600円 馬連： 857，646，700円 馬単： 293，524，100円
ワイド： 633，005，100円 3連複： 1，553，072，300円 3連単： 1，903，102，100円 5重勝： 645，707，700円 計： 6，754，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 940円 � 160円 枠 連（4－7） 1，900円

馬 連 �� 11，190円 馬 単 �� 17，230円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 350円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 77，540円

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

キャリーオーバー なし����� 43，720円

票 数

単勝票数 計3401741 的中 � 708724（1番人気）
複勝票数 計3738185 的中 � 641648（2番人気）� 71874（12番人気）� 706312（1番人気）
枠連票数 計1545876 的中 （4－7） 62915（8番人気）
馬連票数 計8576467 的中 �� 59356（34番人気）
馬単票数 計2935241 的中 �� 12770（58番人気）
ワイド票数 計6330051 的中 �� 54594（34番人気）�� 522982（1番人気）�� 50682（35番人気）
3連複票数 計15530723 的中 ��� 105514（39番人気）
3連単票数 計19031021 的中 ��� 17793（264番人気）
5重勝票数 差引計6457077（返還計 15143） 的中 ����� 10337

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．2―11．9―10．8―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．2―48．4―1：00．3―1：11．1―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．0
3 6，12（3，14）7（4，8）（5，10）1，2（9，11）13 4 6（12，14）（3，7）（4，8）（5，10）1（2，9，11）13

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡5栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 18戦7勝 賞金 175，640，000円
〔騎手変更〕 イルーシヴパンサー号の騎手岩田望来は，第4回小倉競馬第1日第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため木幡巧

也に変更。
ピースワンパラディ号の騎手柴田善臣は，第1日第9競走での負傷のため石橋脩に変更。

22024 8月14日 雨 稍重 （4新潟3） 第2日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

24 ヨ ー ル 牝3鹿 52
50 ◇藤田菜七子藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 436－ 21：21．3 4．2�

714 コズミックフロスト 牝3鹿 52 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 41：21．72� 5．5�

23 カールスモーキー 牡3黒鹿54 和田 竜二中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 496＋181：21．8� 11．6�
11 トロワエスポワール 牡4鹿 57 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466＋101：22．01	 100．9�
59 タイガーリリー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 472± 0 〃 クビ 4．7�
48 カトルショセット 牝4鹿 55 石川裕紀人	G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B468± 01：22．1� 13．5

713
 オ ル テ ー ル 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 和美氏 西田雄一郎 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

522＋ 41：22．2クビ 55．3�
36 シュルルヴァン 牝5青鹿55 菅原 明良街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 470＋ 21：22．3� 98．1
510 ブルメンダール 牡4青 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 4．6�
715 ア ラ ン デ ル �4鹿 57 丸田 恭介 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 クビ 19．8�
47 ネオレインボウ �6鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 476－ 8 〃 アタマ 53．4�
35 グ ラ ヴ ィ ル 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 61：22．4� 12．5�
12 � スターライトキス 牝7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 506－10 〃 クビ 34．7�
612 ガトーフレーズ 牝3黒鹿52 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 436＋201：22．5� 124．0�
818� ヨ ン ウ ォ ニ 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 462＋ 71：22．6� 321．0�
611 グランディス �4鹿 57 秋山真一郎石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 462＋ 41：22．7クビ 160．9�
817 インワンシティング 牡4鹿 57 M．デムーロ	G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 456－ 4 〃 アタマ 89．2�
816� トーアアネラ 牝4鹿 55 江田 照男高山ランド	 天間 昭一 豊浦トーア牧場 442－ 11：22．91� 169．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 118，351，400円 複勝： 146，878，000円 枠連： 56，743，500円
馬連： 227，900，100円 馬単： 86，992，000円 ワイド： 205，783，000円
3連複： 374，365，500円 3連単： 419，188，700円 計： 1，636，202，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 190円 � 330円 枠 連（2－7） 850円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，160円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 20，930円

票 数

単勝票数 計1183514 的中 � 222459（1番人気）
複勝票数 計1468780 的中 � 240514（1番人気）� 208721（4番人気）� 95234（6番人気）
枠連票数 計 567435 的中 （2－7） 51398（3番人気）
馬連票数 計2279001 的中 �� 125750（4番人気）
馬単票数 計 869920 的中 �� 28414（3番人気）
ワイド票数 計2057830 的中 �� 112993（3番人気）�� 44209（12番人気）�� 37125（15番人気）
3連複票数 計3743655 的中 ��� 49189（13番人気）
3連単票数 計4191887 的中 ��� 14516（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．2―11．6―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―34．9―46．5―58．3―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．10．23 東京12着

2019．2．5生 牝3鹿 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 7戦2勝 賞金 14，980，000円
〔騎手変更〕 アランデル号の騎手岩田望来は，第4回小倉競馬第1日第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため丸田恭介に変

更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェスティヴボス号
（非抽選馬） 1頭 サンセットオーラ号

５レース目



（4新潟3）第2日 8月14日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 185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

242，050，000円
3，020，000円
24，610，000円
1，580，000円
31，440，000円
82，307，000円
6，151，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
921，938，100円
1，111，274，400円
375，804，000円
1，861，898，900円
723，406，000円
1，507，701，100円
3，157，691，300円
3，780，433，400円
645，707，700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 14，085，854，900円

総入場人員 12，216名 （有料入場人員 11，551名）
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