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22025 8月20日 曇 良 （4新潟3） 第3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

56 マサハヤニース 牡7鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋ 23：04．2 3．0�
811 リーガルマナー �5鹿 60

57 ▲小牧加矢太吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B494± 03：07．4大差 3．1�
44 アンブロジオ �7栗 60 石神 深一 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 43：07．61� 5．4�
33 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 464＋ 83：08．02� 13．2�
812 グラスディアブロ 牡5鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 468－ 63：08．1� 90．7�
11 	 シーザワールド 牡9鹿 60 大庭 和弥村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 512－ 63：08．95 122．8	
68 アスターマリンバ 牡5黒鹿60 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 530＋ 43：09．21� 9．4

79 ヴォートルエロー 牡5鹿 60 江田 勇亮�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 498± 03：09．3� 8．9�
22 ケイティミラクル 牡5黒鹿60 上野 翔瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 500＋ 63：09．51
 40．8
710 ヨコスカダンディー 牡6栗 60 小野寺祐太 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 472－ 23：09．71� 64．1�
67 アポロティアモ 牡5栗 60 伴 啓太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 512＋ 63：10．01� 22．1�
55 サクラルーフェン 牡6黒鹿60 蓑島 靖典�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 B456＋ 83：11．710 37．5�
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売 得 金
単勝： 19，785，400円 複勝： 26，361，200円 枠連： 7，807，300円
馬連： 35，133，700円 馬単： 18，262，600円 ワイド： 31，420，900円
3連複： 66，541，600円 3連単： 76，351，000円 計： 281，663，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 170円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 197854 的中 � 52499（1番人気）
複勝票数 計 263612 的中 � 75391（1番人気）� 65869（2番人気）� 36181（3番人気）
枠連票数 計 78073 的中 （5－8） 14208（1番人気）
馬連票数 計 351337 的中 �� 62168（1番人気）
馬単票数 計 182626 的中 �� 15559（1番人気）
ワイド票数 計 314209 的中 �� 54447（1番人気）�� 30603（2番人気）�� 20550（3番人気）
3連複票数 計 665416 的中 ��� 68271（1番人気）
3連単票数 計 763510 的中 ��� 23513（1番人気）
上り 1マイル 1：42．0 4F 49．1－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤニース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 京都6着

2015．4．26生 牡7鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 障害：4戦1勝 賞金 15，500，000円

22026 8月20日 曇 稍重 （4新潟3） 第3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

610 アーバンデザイン 牡3栗 56 福永 祐一 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B518－ 21：54．7 1．8�
814 サトノギベオン 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 522＋ 61：54．8クビ 14．1�
34 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 戸崎 圭太前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 500＋ 61：55．12 7．5�
22 タイキエクセロン 牡3黒鹿56 菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496 ―1：55．2クビ 65．5�
47 コパノカールトン 牡3栗 56 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 530－ 81：55．3� 24．0	
11 ミラクルランバック 牡3鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 アタマ 26．1

58 オセアレジェンド 牡3青 56 三浦 皇成 XIAOジャパン 田村 康仁 むかわ 上水牧場 476－ 41：56．36 19．0�
712 コウソクブラック 牡3鹿 56 松山 弘平野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 81：56．4� 3．4�
23 スズヴァレット 牡3黒鹿56 津村 明秀森 達郎氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B534－ 21：56．5クビ 56．8
611 イケメンプリンス 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B476－ 81：57．13� 60．0�
35 カガギムレット 牡3鹿 56 石川裕紀人香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 426± 01：57．52� 151．7�
713 ヤマニンクラビーア 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 488＋ 21：59．4大差 196．1�
59 ポルトアレグレ 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500 ―2：00．46 58．4�
46 アキノスター 牡3鹿 56 菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 462± 02：01．46 413．5�
815 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56 野中悠太郎宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B498－102：02．99 106．3�
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売 得 金
単勝： 38，301，500円 複勝： 108，765，900円 枠連： 11，179，900円
馬連： 55，117，600円 馬単： 31，535，400円 ワイド： 56，555，000円
3連複： 99，207，900円 3連単： 125，945，600円 計： 526，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 360円 � 180円 枠 連（6－8） 1，260円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 620円 �� 290円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 383015 的中 � 162711（1番人気）
複勝票数 計1087659 的中 � 698902（1番人気）� 26708（7番人気）� 72321（3番人気）
枠連票数 計 111799 的中 （6－8） 6829（4番人気）
馬連票数 計 551176 的中 �� 28897（3番人気）
馬単票数 計 315354 的中 �� 13226（5番人気）
ワイド票数 計 565550 的中 �� 22552（5番人気）�� 56555（2番人気）�� 9026（16番人気）
3連複票数 計 992079 的中 ��� 28172（7番人気）
3連単票数 計1259456 的中 ��� 9873（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．3―49．5―1：02．6―1：15．3―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3
・（4，10）14－12（6，8）－（3，7）13（1，5）－（9，11）15－2
4（10，14）（12，8）（3，7，13）1（9，11）5，2－6＝15

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

勝馬の
紹 介

アーバンデザイン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．2．26 中山11着

2019．4．29生 牡3栗 母 アーバンレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 6戦1勝 賞金 11，480，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポルトアレグレ号・ローゼンヴォルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月20日まで平地競走に出走できない。
アキノスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月20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〕 アキノスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20日まで平地競走に出走できな
い。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニルヴァーナ号

第３回 新潟競馬 第３日



22027 8月20日 雨 稍重 （4新潟3） 第3日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時15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
1：53．0
1：50．9

重
不良

611 イエルバブエナ 牡2鹿 54 M．デムーロ広尾レース� 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 466 ―1：57．2 2．0�
713 エクチュール 牡2栗 54 岩田 康誠�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 496 ― 〃 クビ 8．2�
35 オボッチャマ 牡2鹿 54 津村 明秀村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：57．62� 22．4�
712 タガノフリューゲル 牡2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486 ―1：57．7� 136．5�
815 シンメリーチャン 牝2栗 54 木幡 巧也ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444 ―1：57．8クビ 68．6	
814 エスケンシャトル 牡2栗 54 内田 博幸橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 滝本 健二 484 ―1：58．43� 20．8

11 フ リ ッ パ ー 牡2鹿 54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 502 ―1：58．61� 10．8�
23 タイムトラベラー 牡2栗 54 嶋田 純次田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 450 ―1：59．34 190．1�
610 マイネルアラウダ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 476 ― 〃 クビ 160．1

46 キョウエイルーマー 牡2栗 54
52 △小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 462 ―1：59．5� 236．5�

34 ブルーステラ 牡2栗 54 戸崎 圭太星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 480 ―1：59．71 25．2�
22 ラージフィールド �2鹿 54

51 ▲原 優介坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット
ファーム 456 ―2：00．55 92．9�

47 パーティーキング 牡2芦 54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458 ―2：00．71� 8．7�

59 アオイビーナス 牝2鹿 54
51 ▲佐々木大輔鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか タガミファーム 462 ―2：04．1大差 255．0�

58 タイセイランナー 牡2栗 54 石橋 脩田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 482 ―2：06．9大差 5．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，444，500円 複勝： 41，630，800円 枠連： 10，457，200円
馬連： 48，115，800円 馬単： 24，714，300円 ワイド： 43，326，600円
3連複： 71，428，600円 3連単： 76，730，500円 計： 357，848，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 380円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 350円 �� 660円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 414445 的中 � 168306（1番人気）
複勝票数 計 416308 的中 � 126328（1番人気）� 48440（3番人気）� 19275（8番人気）
枠連票数 計 104572 的中 （6－7） 12502（2番人気）
馬連票数 計 481158 的中 �� 45769（2番人気）
馬単票数 計 247143 的中 �� 19410（2番人気）
ワイド票数 計 433266 的中 �� 35102（2番人気）�� 16558（6番人気）�� 5104（24番人気）
3連複票数 計 714286 的中 ��� 16250（11番人気）
3連単票数 計 767305 的中 ��� 6262（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．6―14．0―12．8―12．6―13．2―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．1―52．1―1：04．9―1：17．5―1：30．7―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．7
1
3
13－14，15（4，11）－（2，3）－（1，10）－8（6，5）－（9，12）－7
13（14，15）11＝（4，12）（3，10）1，5（2，8）－6＝7＝9

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

勝馬の
紹 介

イエルバブエナ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2020．2．9生 牡2鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイビーナス号・タイセイランナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

20日まで平地競走に出走できない。

22028 8月20日 雨 良 （4新潟3） 第3日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （芝・外内）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

33 メイショウアルト 牡4鹿 60 黒岩 悠松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 478± 03：07．3 13．0�
44 � エ ミ ー リ オ 牡8鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 500－ 23：07．51 44．2�
88 シャンボールナイト �7青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 474＋103：07．6� 2．6�
66 マイネルパラディ �8芦 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 470＋ 63：08．02� 4．3�
77 ノーザンクリス 牡7芦 60 大江原 圭加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 520－ 63：08．32 18．1�
55 ダイシンクローバー �6黒鹿 62

59 ▲小牧加矢太大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 476－ 43：08．82� 6．4	
11 エイムアンドエンド 牡7鹿 60 伴 啓太 
キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 514＋ 83：09．65 3．3�
22 ヤマノグリッターズ 牡4黒鹿60 大庭 和弥澤村 敏雄氏 嘉藤 貴行 浦河 猿橋 義昭 500± 03：09．7クビ 30．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 24，755，600円 複勝： 23，112，300円 枠連： 発売なし
馬連： 34，357，200円 馬単： 19，600，800円 ワイド： 26，296，200円
3連複： 49，197，800円 3連単： 91，024，500円 計： 268，344，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 350円 � 710円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 24，050円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 630円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 100，900円

票 数

単勝票数 計 247556 的中 � 15231（5番人気）
複勝票数 計 231123 的中 � 15121（6番人気）� 6545（8番人気）� 52516（2番人気）
馬連票数 計 343572 的中 �� 1997（27番人気）
馬単票数 計 196008 的中 �� 611（51番人気）
ワイド票数 計 262962 的中 �� 1974（27番人気）�� 11426（7番人気）�� 3556（19番人気）
3連複票数 計 491978 的中 ��� 2991（39番人気）
3連単票数 計 910245 的中 ��� 654（242番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．3－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアルト 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．9．6 小倉16着

2018．4．15生 牡4鹿 母 メイショウモーレン 母母 プリティタイディ 障害：3戦2勝 賞金 21，400，000円
〔制裁〕 マイネルパラディ号の騎手平沢健治は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
〔その他〕 エイムアンドエンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エイムアンドエンド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月20日まで出走できない。



22029 8月20日 雨 稍重 （4新潟3） 第3日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左）

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

中央レコード
1：08．7
1：07．5

良
良

815� ヴィアルーチェ 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 奥村 武 愛 Katsumi
Yoshida 436 ―1：10．8 1．9�

59 サンタアナテソーロ 牝2栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー

ム株式会社 396 ―1：11．01� 14．2�
48 オンザスカイ 牡2栗 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 ハナ 4．5�
47 クツワファミリー 牡2鹿 54 菊沢 一樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 474 ―1：11．31� 15．4�
611 レジーナルージュ 牝2栗 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木下牧場 436 ―1：11．51� 35．4	
816 ベルウッドタイガー 牡2黒鹿54 丸田 恭介鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 410 ― 〃 ハナ 45．7

35 ミ レ デ ィ 牝2黒鹿54 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 430 ―1：11．6� 13．3�
12 タイシャククリゲ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 520 ―1：11．7� 29．6�
612 ア ツ モ リ 牝2栗 54

51 ▲原 優介重松 國建氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 442 ― 〃 クビ 153．9
24 ヴィオレーヌ 牝2鹿 54 野中悠太郎岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋フアーム 404 ―1：11．8クビ 177．4�
713 メ ロ ー ラ 牝2鹿 54 松岡 正海小原準一郎氏 村田 一誠 浦河 村下 清志 454 ―1：12．22� 47．1�
23 ゲンキチーター 牡2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 426 ― 〃 ハナ 170．5�
510 ポポラーレウーノ 牝2鹿 54 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 454 ―1：12．51� 34．6�
11 コトノサンショ 牡2鹿 54 武士沢友治加藤 興一氏 石栗 龍彦 青森 織笠 時男 464 ―1：12．71� 173．6�
714 ゼロフェイス 牡2黒鹿54 木幡 巧也 STレーシング 牧 光二 新冠 村上 欽哉 428 ―1：13．02 15．4�
817 キ ア キ ア 牝2鹿 54 武藤 雅髙瀬 真尚氏 田島 俊明 むかわ 桑原牧場桑原 康裕 412 ―1：13．32 219．3�
36 ノーブルブラッド 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗吉木 伸彦氏 武藤 善則 日高 スウィング
フィールド牧場 426 ―1：13．82� 224．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，921，100円 複勝： 44，200，300円 枠連： 15，734，600円
馬連： 54，626，700円 馬単： 28，632，700円 ワイド： 53，370，900円
3連複： 80，575，300円 3連単： 89，115，700円 計： 411，177，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 200円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 449211 的中 � 199404（1番人気）
複勝票数 計 442003 的中 � 146753（1番人気）� 31761（5番人気）� 74096（2番人気）
枠連票数 計 157346 的中 （5－8） 16965（2番人気）
馬連票数 計 546267 的中 �� 35733（4番人気）
馬単票数 計 286327 的中 �� 15347（4番人気）
ワイド票数 計 533709 的中 �� 28187（3番人気）�� 80472（1番人気）�� 14583（8番人気）
3連複票数 計 805753 的中 ��� 34535（3番人気）
3連単票数 計 891157 的中 ��� 11676（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴィアルーチェ �
�
父 Almanzor �

�
母父 Dansili 初出走

2020．3．16生 牝2黒鹿 母 Via Firenze 母母 Via Medici 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22030 8月20日 雨 稍重 （4新潟3） 第3日 第6競走 ��2，400�3歳未勝利
発走13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
2：24．4
2：20．6

良
良

47 レッドミラージュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 426＋142：27．7 4．6�
713 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 456－ 62：28．01� 4．1�
715 ヴァイオルナ 牝3鹿 54 吉田 豊鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 406± 02：28．21� 5．7�
714 サトノソラーレ 牡3鹿 56 菅原 明良 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 426－ 62：28．31 11．0�
11 コスモブライヤー 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 B468－112：28．5� 136．0	
817 スピアヘッド 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 434－ 6 〃 アタマ 8．1

24 ビートザレコード 牡3鹿 56 松岡 正海�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 02：28．61 219．0�
816 ス ズ ナ ミ 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 408± 02：28．7� 12．9�
35 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 津村 明秀�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 448＋10 〃 ハナ 11．1
12 フレスコバルディ 牡3鹿 56 木幡 巧也�G1レーシング 牧 光二 千歳 社台ファーム 462± 02：28．91� 180．9�
48 ウェイマーク 牝3鹿 54 野中悠太郎吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488± 02：29．11� 24．0�
818 グールドベルト 牡3鹿 56 坂井 瑠星�G1レーシング 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 02：29．63 13．2�
23 コスモダークナイト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 B490＋ 2 〃 クビ 48．1�
611 ア ス リ エ ル 牡3栗 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 シンボリ牧場 B468＋ 42：29．7� 34．2�
36 ソ ラ ネ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 384－ 62：30．23 171．1�
612 ナ イ キ グ ロ 牡3芦 56 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 22：31．15 80．4�
59 コスタデプラタ 牡3芦 56 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 日高 オリオンファーム 470－ 62：33．1大差 103．0�
510 ブレーヴジャーニー �3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 42：33．31� 34．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，567，700円 複勝： 46，989，200円 枠連： 16，926，000円
馬連： 58，196，900円 馬単： 21，923，500円 ワイド： 54，270，400円
3連複： 99，867，500円 3連単： 86，336，100円 計： 414，077，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 140円 � 180円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 420円 �� 610円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 295677 的中 � 50523（2番人気）
複勝票数 計 469892 的中 � 62019（3番人気）� 102946（1番人気）� 62400（2番人気）
枠連票数 計 169260 的中 （4－7） 26512（2番人気）
馬連票数 計 581969 的中 �� 44914（1番人気）
馬単票数 計 219235 的中 �� 8668（1番人気）
ワイド票数 計 542704 的中 �� 33353（2番人気）�� 21811（4番人気）�� 34830（1番人気）
3連複票数 計 998675 的中 ��� 37757（1番人気）
3連単票数 計 863361 的中 ��� 7503（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．3―12．3―12．9―13．3―12．2―12．1―12．5―12．4―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―35．7―48．0―1：00．9―1：14．2―1：26．4―1：38．5―1：51．0―2：03．4―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドミラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京7着

2019．2．28生 牝3鹿 母 ラ キ シ ス 母母 マジックストーム 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスタデプラタ号・ブレーヴジャーニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月20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〕 ソラネル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20日まで平地競走に出走できない。
※サトノソラーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22031 8月20日 雨 稍重 （4新潟3） 第3日 第7競走 1，600�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．3

良
良

817 キセキノエンジェル 牝3黒鹿54 菅原 明良川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 454± 01：35．3 3．5�
612 ステイトダイアデム 牝3栗 54 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 5．4�
611 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 434＋ 6 〃 ハナ 3．2�
12 ファムスパーブ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 454－ 41：35．4アタマ 13．5�
47 フルティージャ 牝3芦 54 坂井 瑠星 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 446＋ 61：35．93 44．4	
48 トーセンアンジェロ 牝3黒鹿54 三浦 皇成島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 21：36．01 40．3�
36 コ リ コ 牝3黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 420－ 61：36．31� 40．5�
35 ダノンアマレット 牝3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム 460± 01：36．4� 8．2
510 チャイムリープ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466± 01：36．61� 43．3�
714 オンマガトオル 牝3鹿 54 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 530± 01：36．7� 14．8�
24 アーストラベル 牝3鹿 54

51 ▲原 優介中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 392－141：36．8クビ 199．2�
23 コ ロ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 466－ 81：37．01� 441．5�
59 ラビットライト 牝3黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 平取 船越 伸也 420－121：37．1クビ 342．0�
816 デルマティターニア 牝3鹿 54 福永 祐一浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 428－121：37．52� 17．5�
715 プロヴィデンシア 牝3鹿 54 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 タイヘイ牧場 446 ―1：37．6� 114．0�
818 テンブーミング 牝3鹿 54 杉原 誠人天白 泰司氏 伊藤 大士 浦河 �川 啓一 430－ 21：37．7� 284．0�
11 コーディアルギフト 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：37．8クビ 24．5�
713 ブライティアコバ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 432－ 61：38．43� 161．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，235，600円 複勝： 37，498，500円 枠連： 14，576，600円
馬連： 53，162，400円 馬単： 21，028，900円 ワイド： 43，857，100円
3連複： 81，283，500円 3連単： 78，153，300円 計： 361，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 220円 � 120円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 570円 �� 220円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 322356 的中 � 72359（2番人気）
複勝票数 計 374985 的中 � 71050（2番人気）� 31781（4番人気）� 102115（1番人気）
枠連票数 計 145766 的中 （6－8） 32496（1番人気）
馬連票数 計 531624 的中 �� 25376（5番人気）
馬単票数 計 210289 的中 �� 4846（10番人気）
ワイド票数 計 438571 的中 �� 17463（5番人気）�� 60174（1番人気）�� 21426（3番人気）
3連複票数 計 812835 的中 ��� 39760（2番人気）
3連単票数 計 781533 的中 ��� 5558（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．3―12．4―11．6―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．8―1：00．2―1：11．8―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キセキノエンジェル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．6．6 東京10着

2019．4．13生 牝3黒鹿 母 ピサノレインボー 母母 Keyboogie 14戦1勝 賞金 15，280，000円
〔その他〕 デルマティターニア号は，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〕 デルマティターニア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月20日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 チャイムリープ号・アーストラベル号・コロディア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月

20日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サバイバルアート号

22032 8月20日 雨 稍重 （4新潟3） 第3日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

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

610 キタノブレイド 牡3黒鹿54 菅原 明良北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 454± 01：11．5 3．5�
712� レイデルマール �4栗 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 高瀬牧場 498－ 4 〃 クビ 5．3�
59 トウカイファクター 牡3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 454－ 21：11．82 12．9�
713 ネイチャーカレン 牡5黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 460－121：12．0� 21．5�
23 アポロプラネット 牡3青鹿54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 486－ 41：12．21� 29．8�
46 ニシノコニャック 牡3栗 54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 456－ 41：12．3� 12．9	
47 � ヴ ァ ン ヌ 牡4鹿 57 江田 照男杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 508－181：12．4� 5．4

611 エヴァジョーネ 牝5黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム 428－ 61：12．5� 8．6�
35 � ベルクハイム 牡5栗 57

54 ▲水沼 元輝栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋ 61：12．6クビ 91．5

58 ニシノフウジン 牡3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 462－ 4 〃 クビ 23．0�
814 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 54 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 476－ 8 〃 アタマ 8．5�
815 ビップソリオ 牡3黒鹿54 松岡 正海鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞	湖 レイクヴィラファーム 526± 01：13．02 23．6�
34 � トーセンアマンダ 牝4鹿 55 丸田 恭介Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 41：13．85 200．6�
11 カ ー ド 牝4黒鹿 55

53 △小林 脩斗井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 460＋121：14．22� 43．0�
22 � イデアエスクロー 牡4鹿 57

54 ▲原 優介益田 修一氏 本間 忍 新ひだか 西川富岡牧場 480＋ 41：15．79 226．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，993，200円 複勝： 56，739，000円 枠連： 18，171，400円
馬連： 76，930，700円 馬単： 29，736，100円 ワイド： 64，124，200円
3連複： 116，400，100円 3連単： 108，988，400円 計： 510，083，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 170円 � 360円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 370円 �� 900円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 計 389932 的中 � 88153（1番人気）
複勝票数 計 567390 的中 � 119760（1番人気）� 89909（2番人気）� 30988（7番人気）
枠連票数 計 181714 的中 （6－7） 26265（1番人気）
馬連票数 計 769307 的中 �� 63226（1番人気）
馬単票数 計 297361 的中 �� 13088（1番人気）
ワイド票数 計 641242 的中 �� 48685（1番人気）�� 17594（10番人気）�� 14705（12番人気）
3連複票数 計1164001 的中 ��� 25748（3番人気）
3連単票数 計1089884 的中 ��� 4812（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．6―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 9（11，12）（2，6，15）7（4，14）（1，10）（3，13）（5，8） 4 ・（9，11，12）15（2，6，7）14，4（1，10）（3，13）（5，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタノブレイド �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Woodman デビュー 2021．11．13 東京7着

2019．5．11生 牡3黒鹿 母 シ ャ フ ィ ガ 母母 Silk Braid 10戦2勝 賞金 19，390，000円
〔その他〕 イデアエスクロー号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



22033 8月20日 雨 重 （4新潟3） 第3日 第9競走 ��1，800�
せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 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

815 ウェルカムニュース 牡3鹿 54 菅原 明良吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：52．5 3．3�
712 カンピオーネ 牡3鹿 54 石橋 脩�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 514＋101：52．92� 6．0�
47 トモジャリア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 472＋ 41：53．32� 5．6�
59 ラブリーエンジェル 牝5栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 448－ 61：53．51� 22．9�
46 キングスフィリア 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－101：53．6クビ 17．6	
814 コバルトブルー 牡6栗 57 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460± 01：53．7� 34．1

58 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 512－ 21：53．8� 95．8�
713 デ ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 52 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 472＋16 〃 クビ 29．6�
610 カズロレアート 牡4黒鹿57 藤懸 貴志合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478± 0 〃 クビ 7．9
11 アンクラウデッド 牡4栗 57 松山 弘平 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋ 61：53．9� 9．4�
34 シゲルバクハツ 牡4栗 57 福永 祐一森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：54．0� 7．0�
23 ラインオブダンス 牝5黒鹿55 坂井 瑠星�G1レーシング 村田 一誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 61：54．21 84．0�
35 ファイヴレター 牡5青鹿57 丸田 恭介熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 454－121：54．52 69．2�
22 クリーンドリーム 牡4芦 57 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486＋ 61：54．81� 42．5�
611 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 小林 脩斗小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド B470＋ 41：55．01� 59．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，377，700円 複勝： 67，833，200円 枠連： 18，640，600円
馬連： 102，771，800円 馬単： 35，903，900円 ワイド： 81，494，800円
3連複： 162，417，100円 3連単： 162，298，400円 計： 675，737，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 240円 � 180円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 430円 �� 460円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 443777 的中 � 104526（1番人気）
複勝票数 計 678332 的中 � 106693（1番人気）� 65792（5番人気）� 106337（2番人気）
枠連票数 計 186406 的中 （7－8） 18301（1番人気）
馬連票数 計1027718 的中 �� 84923（1番人気）
馬単票数 計 359039 的中 �� 16598（1番人気）
ワイド票数 計 814948 的中 �� 50180（1番人気）�� 45766（2番人気）�� 26072（9番人気）
3連複票数 計1624171 的中 ��� 59619（1番人気）
3連単票数 計1622984 的中 ��� 14746（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―13．3―12．5―12．3―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―50．3―1：02．8―1：15．1―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4
1
3

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

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

ウェルカムニュース �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．7．25 新潟7着

2019．4．19生 牡3鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 6戦3勝 賞金 31，909，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アーテルアストレア号
（非抽選馬）14頭 アイリッシュセンス号・インウィクトス号・コトブキアルニラム号・ゴールドフレーム号・ドゥリトル号・

ビヨンドザシーン号・ボルカンバル号・メイショウユズルハ号・メデタシメデタシ号・メンアットワーク号・
ヤマニンバンタジオ号・ユースフルラヴ号・レッドレビン号・ロジカルガール号

22034 8月20日 曇 重 （4新潟3） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

じょうえつ

上越ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：09．1
1：08．5

重
重

47 カワキタアジン 牝5鹿 55 菅原 明良川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 514± 01：10．1 3．3�
712 ランドボルケーノ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 478－ 61：10．31� 29．8�
34 メディーヴァル 牡4鹿 57 岩田 康誠�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 462＋ 21：10．83 8．1�
815 ライフレッスンズ 牡5鹿 57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 496－ 81：10．9	 9．1�

35 
 ララクリュサオル 牡6鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 508＋ 4 〃 ハナ 4．7	

（法942）

46 � エスケーアタランタ 牝6黒鹿55 石橋 脩菅藤 孝雄氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 474－ 21：11．0� 24．5

11 フジノタカネ 牡6芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B540＋16 〃 クビ 66．0�
59 マーチリリー 牝4青鹿55 菊沢 一樹手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B494－ 41：11．21 7．7�
22 ホッコーアカツキ 牡5鹿 57 野中悠太郎北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 510＋121：11．4� 72．1
814
 マラードザレコード 8青鹿57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B466＋ 41：11．72 4．7�
611 フィルストバーン 6黒鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 81：12．02 49．7�
713 ローレルジャック 牡9黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 500－ 41：12．1アタマ 351．0�
58 サンタナブルー 牡10黒鹿57 大塚 海渡 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484－ 21：12．31� 172．9�
610� ダイセンハッピー 牝4黒鹿55 大畑 雅章根田喜久雄氏 今津 博之 新冠 イワミ牧場 488＋ 41：12．62 224．1�

（愛知） （愛知）

23 
 カフェクラウン 牡6鹿 57 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 米
Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

524＋ 41：12．81� 31．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 65，859，700円 複勝： 85，733，500円 枠連： 29，749，700円
馬連： 144，573，500円 馬単： 53，030，600円 ワイド： 112，059，800円
3連複： 211，037，600円 3連単： 218，889，900円 計： 920，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 610円 � 290円 枠 連（4－7） 5，670円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 580円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 14，020円 3 連 単 ��� 74，190円

票 数

単勝票数 計 658597 的中 � 157972（1番人気）
複勝票数 計 857335 的中 � 166522（1番人気）� 29517（8番人気）� 73502（6番人気）
枠連票数 計 297497 的中 （4－7） 4065（18番人気）
馬連票数 計1445735 的中 �� 18040（20番人気）
馬単票数 計 530306 的中 �� 4101（37番人気）
ワイド票数 計1120598 的中 �� 12423（22番人気）�� 53206（6番人気）�� 8896（36番人気）
3連複票数 計2110376 的中 ��� 11283（51番人気）
3連単票数 計2188899 的中 ��� 2139（248番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―12．0―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．2―45．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタアジン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．3 札幌2着

2017．5．1生 牝5鹿 母 カフジウインド 母母 エシュクアルバー 23戦4勝 賞金 78，244，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロコポルティ号
（非抽選馬） 9頭 アメリカンファクト号・エイシンバッカス号・ゴールドパラディン号・ジャスパーゴールド号・パワフルヒロコ号・

ボンボンショコラ号・マイヨアポア号・レッドランサー号・ローウェル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



22035 8月20日 曇 稍重 （4新潟3） 第3日 第11競走
タイキシャトル追悼競走

��
��2，200�

にほんかい

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

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．0

良
良

69 ロバートソンキー 牡5鹿 57 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 480＋102：14．4 3．5�
710 スルーセブンシーズ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 アタマ 4．8�
711 マイネルマーティン 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 62：14．5� 25．2�
812 エドノフェリーチェ 牝5芦 55 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B458－ 82：14．6� 5．7�
11 ルドヴィクス 牡4青 57 坂井 瑠星村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516－ 22：14．91	 31．2	
45 アールドヴィーヴル 牝4鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 3．9

33 プリュムドール 牝4栗 55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 4 〃 アタマ 14．3�
56 セントオブゴールド 牡5鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 62：15．11 9．5�
813 ヴィアメント 
5栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478－ 62：15．31� 36．4
57 リ ー ヴ ル 牡6栗 57 木幡 巧也�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋ 22：16．25 29．0�
44 コスモインペリウム 牡5鹿 57 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 えりも 能登 浩 540＋ 62：16．31 70．7�
22 ウインダークローズ 牡5青鹿57 武藤 雅�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 22：17．36 243．0�
68 ニューポート 牡6黒鹿57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 466－ 22：18．47 268．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 119，602，100円 複勝： 162，171，400円 枠連： 49，772，300円
馬連： 321，092，800円 馬単： 109，921，200円 ワイド： 225，204，500円
3連複： 507，448，600円 3連単： 587，855，400円 計： 2，083，068，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 170円 � 560円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，570円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 19，090円

票 数

単勝票数 計1196021 的中 � 273153（1番人気）
複勝票数 計1621714 的中 � 332963（1番人気）� 260962（3番人気）� 53991（7番人気）
枠連票数 計 497723 的中 （6－7） 48537（2番人気）
馬連票数 計3210928 的中 �� 289251（2番人気）
馬単票数 計1099212 的中 �� 56711（2番人気）
ワイド票数 計2252045 的中 �� 176978（2番人気）�� 34795（17番人気）�� 24667（26番人気）
3連複票数 計5074486 的中 ��� 56569（24番人気）
3連単票数 計5878554 的中 ��� 22318（65番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．5―12．9―13．7―12．6―12．4―12．3―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．0―35．5―48．4―1：02．1―1：14．7―1：27．1―1：39．4―1：51．2―2：02．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロバートソンキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 福島5着

2017．2．28生 牡5鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 10戦4勝 賞金 69，083，000円
〔制裁〕 スルーセブンシーズ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

22036 8月20日 曇 稍重 （4新潟3） 第3日 第12競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）

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
1：44．1
1：43．8

良
良

34 ルージュリナージュ 牝3鹿 52 福永 祐一 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 432＋ 81：47．4 4．2�
46 エターナルタイム 牝3青鹿52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：47．5� 2．7�
713 ミファヴォリート 牝3鹿 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480± 01：48．03 19．3�
610 ウインピクシス 牝3芦 52 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 438＋121：48．1� 7．9�
815 フェルマーテ 牝5青鹿55 坂井 瑠星�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 81：48．31� 49．2	
35 エコルフリューゲル 牝3栗 52 内田 博幸鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 464＋ 81：48．41 20．4

712 ウインメイユール 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 21：48．71� 113．2�
59 フレイミングサン 牝4栗 55 石川裕紀人吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム 458± 0 〃 クビ 12．3�
814 スウィートブルーム 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B430－ 41：48．91� 30．5
611 スノーグレース 牝3栗 52 杉原 誠人 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468－ 41：49．0� 163．4�
22 ロ ム ネ ヤ 牝3鹿 52 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：49．31� 4．2�
23 シ ベ ー ル 牝5鹿 55

53 △小林 脩斗 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 460－ 41：49．72� 122．8�
58 ピ ナ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B488＋ 81：49．91� 95．1�
11 サトノディーバ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498－ 41：50．0クビ 54．2�
47 セプテンベル 牝3鹿 52

49 ▲佐々木大輔大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 426± 01：51．59 373．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 101，010，500円 複勝： 130，365，600円 枠連： 31，606，700円
馬連： 176，614，200円 馬単： 74，507，500円 ワイド： 156，035，100円
3連複： 289，529，400円 3連単： 360，333，300円 計： 1，320，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 370円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，200円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計1010105 的中 � 190279（2番人気）
複勝票数 計1303656 的中 � 255821（2番人気）� 292000（1番人気）� 61755（7番人気）
枠連票数 計 316067 的中 （3－4） 45972（1番人気）
馬連票数 計1766142 的中 �� 216344（1番人気）
馬単票数 計 745075 的中 �� 39633（5番人気）
ワイド票数 計1560351 的中 �� 151646（1番人気）�� 30575（16番人気）�� 39221（13番人気）
3連複票数 計2895294 的中 ��� 59675（13番人気）
3連単票数 計3603333 的中 ��� 19118（35番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．1―12．0―12．3―12．2―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．5―46．6―58．6―1：10．9―1：23．1―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュリナージュ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．10．31 東京4着

2019．4．8生 牝3鹿 母 パンツァネッラ 母母 シルバーフォックス 6戦2勝 賞金 21，587，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セプテンベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20日まで平地競走

に出走できない。
※サトノディーバ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4新潟3）第3日 8月20日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 176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

225，370，000円
8，210，000円
21，160，000円
1，340，000円
27，990，000円
78，288，000円
6，020，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
600，854，600円
831，400，900円
224，622，300円
1，160，693，300円
468，797，500円
948，015，500円
1，834，935，000円
2，062，022，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，131，341，200円

総入場人員 5，892名 （有料入場人員 5，380名）
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