
22037 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走10時00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
1：33．3
1：32．3

良
良

810 キタウイング 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 小島 茂之 浦河 ミルファーム 436＋ 41：36．4 8．1�
66 バロックダンス 牝2青鹿54 石橋 脩吉田 照哉氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 1．3�
77 マーレアペルト 牝2黒鹿54 江田 照男中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 地興牧場 410－ 21：37．35 8．5�
22 イースターエッグ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 422＋ 41：37．41 6．1�
44 ゴレイジョウ 牝2鹿 54 菊沢 一樹福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 448－ 21：37．61 132．7�
78 コ コ リ イ ト 牝2青鹿54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 444＋ 2 〃 クビ 16．4	
33 ペイシャコリン 牝2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 458－ 21：38．45 47．0

11 オリエンタルデイ 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔棚網 基己氏 大江原 哲 新ひだか 原 弘之 466＋ 81：38．82� 272．6�
89 アステルグロリアス 牝2鹿 54

52 △松本 大輝小島 正宏氏 和田 雄二 新ひだか 田上 徹 392－101：39．22� 157．2�
55 ポ リ リ ン 牝2鹿 54 木幡 初也 リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 448＋141：39．62� 206．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，331，200円 複勝： 129，936，800円 枠連： 7，004，400円
馬連： 41，487，200円 馬単： 30，477，300円 ワイド： 37，156，300円
3連複： 65，841，800円 3連単： 129，905，100円 計： 475，140，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 140円 � 100円 � 160円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 210円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 333312 的中 � 34330（3番人気）
複勝票数 計1299368 的中 � 55328（3番人気）� 1068317（1番人気）� 41127（4番人気）
枠連票数 計 70044 的中 （6－8） 14241（3番人気）
馬連票数 計 414872 的中 �� 76168（2番人気）
馬単票数 計 304773 的中 �� 14802（6番人気）
ワイド票数 計 371563 的中 �� 56166（2番人気）�� 18143（7番人気）�� 46668（3番人気）
3連複票数 計 658418 的中 ��� 65970（3番人気）
3連単票数 計1299051 的中 ��� 15843（22番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．6―13．0―12．5―11．4―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．8―49．8―1：02．3―1：13．7―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタウイング �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アイルハヴアナザー デビュー 2022．7．2 福島4着

2020．5．14生 牝2黒鹿 母 キタノリツメイ 母母 リーベストラウム 2戦1勝 賞金 6，300，000円

22038 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

77 ウインオーディン 牡2黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：50．9 3．1�
44 シーズオブホープ 牡2鹿 54 木幡 巧也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 460± 01：51．21� 251．8�
89 エンジェリックアイ 牝2青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 474－ 21：51．3クビ 6．2�
33 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 448＋ 61：51．4� 26．4�
88 シルバーティムール 牡2鹿 54 内田 博幸越村 洋子氏 久保田貴士 浦河 高村牧場 494± 0 〃 ハナ 19．6	
66 モンドプリューム 牡2鹿 54 福永 祐一落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 2 〃 クビ 3．7

22 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 466－ 41：52．46 246．9�
11 サウスシーパール 牡2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 452－ 81：53．35 280．3�
55 ヤングローゼス 牡2青鹿54 戸崎 圭太藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：56．3大差 2．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，942，000円 複勝： 40，204，100円 枠連： 6，628，400円
馬連： 51，295，300円 馬単： 30，465，200円 ワイド： 40，481，200円
3連複： 70，581，500円 3連単： 139，311，400円 計： 419，909，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 2，300円 � 180円 枠 連（4－7） 14，420円

馬 連 �� 29，550円 馬 単 �� 39，660円

ワ イ ド �� 7，080円 �� 320円 �� 8，350円

3 連 複 ��� 29，540円 3 連 単 ��� 203，630円

票 数

単勝票数 計 409420 的中 � 107778（2番人気）
複勝票数 計 402041 的中 � 94661（2番人気）� 2916（8番人気）� 60850（4番人気）
枠連票数 計 66284 的中 （4－7） 356（12番人気）
馬連票数 計 512953 的中 �� 1345（21番人気）
馬単票数 計 304652 的中 �� 576（35番人気）
ワイド票数 計 404812 的中 �� 1341（22番人気）�� 38496（6番人気）�� 1135（24番人気）
3連複票数 計 705815 的中 ��� 1792（33番人気）
3連単票数 計1393114 的中 ��� 496（176番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．1―13．6―13．9―12．9―11．6―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．9―50．5―1：04．4―1：17．3―1：28．9―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．6
3 1，3（2，9）6（5，7）8－4 4 1（2，3）（6，9）（5，7）8，4

勝馬の
紹 介

ウインオーディン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．7．31 新潟5着

2020．5．11生 牡2黒鹿 母 ピエナビーナス 母母 オープニングタイトル 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤングローゼス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで平地競

走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第４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



22039 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4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

612 ライブインステラ 牝3青 54 石橋 脩吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 464－101：21．9 5．0�
48 ローズタルト 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：22．32� 17．6�
36 ランプロティタ 牝3鹿 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 468＋ 21：22．51� 8．2�
12 � 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 458＋ 81：22．6クビ 6．4�
715 ゲティスバーグ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 6 〃 クビ 60．3	

816 エリークラウン 牝3鹿 54 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 444－121：22．7クビ 30．3

11 テールデトワール 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436＋10 〃 クビ 4．7�
47 レ イ フ ル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430＋161：22．9� 7．0�
24 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± 01：23．0� 6．8
59 ソプラノナイト 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 472＋ 81：23．1� 298．5�
35 プリマグランツ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 446± 0 〃 クビ 280．4�

817 ベ ガ フ ェ ン 牡3鹿 56 杉原 誠人天堀 忠博氏 伊藤 大士 新冠 村上 雅規 478 ―1：23．2� 84．6�
510 ナウヴィクトリア 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 390± 0 〃 クビ 264．4�
611 ライヴトパーズ 牝3鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 410＋ 21：23．41 10．2�
714 プティアンジュ 牝3青鹿54 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 390－ 81：23．72 130．1�
713 シ グ ナ ス 牡3黒鹿56 三浦 皇成山内 晃氏 伊藤 大士 日高 木部ファーム 520＋ 41：24．01� 28．6�
818 ムーンムーンムーン 牝3栗 54

51 ▲原 優介木部 厳生氏 堀内 岳志 日高 木部ファーム 444－ 21：24．11 303．1�
23 マキバジョオー 牝3鹿 54 丸田 恭介亘 宏之氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 418－101：24．41� 194．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，770，800円 複勝： 61，277，700円 枠連： 18，891，900円
馬連： 67，844，900円 馬単： 26，583，600円 ワイド： 64，868，600円
3連複： 113，530，700円 3連単： 104，710，100円 計： 496，478，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 500円 � 270円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 670円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 40，200円

票 数

単勝票数 計 387708 的中 � 61405（2番人気）
複勝票数 計 612777 的中 � 84653（2番人気）� 27816（8番人気）� 61100（6番人気）
枠連票数 計 188919 的中 （4－6） 15950（4番人気）
馬連票数 計 678449 的中 �� 12835（20番人気）
馬単票数 計 265836 的中 �� 2879（33番人気）
ワイド票数 計 648686 的中 �� 13845（18番人気）�� 26122（7番人気）�� 6700（29番人気）
3連複票数 計1135307 的中 ��� 9307（35番人気）
3連単票数 計1047101 的中 ��� 1888（147番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―11．5―12．4―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．8―46．3―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライブインステラ �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．10．2 中山6着

2019．4．3生 牝3青 母 ステラプラド 母母 ステラマドリッド 9戦1勝 賞金 7，280，000円
※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 ツキニホエル号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンタイジュ号

22040 8月21日 晴 重 （4新潟3） 第4日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35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
1：49．2
1：47．6

不良
重

611 キャリックアリード 牝3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446－121：52．6 2．3�
59 アコークロー 牝3鹿 54 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 476－ 61：53．77 12．2�
713 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 438＋ 61：53．8� 4．6�
46 ヒメカミノメガミ 牝3鹿 54 菊沢 一樹國分 純氏 勢司 和浩 日高 スマイルファーム 490－101：54．01� 13．6�
712 ヤサカシュエット 牝3栗 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462－ 81：54．31� 3．6	
35 エスシーカリファ 牝3鹿 54 戸崎 圭太工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 456－ 41：55．15 12．9

34 セットセイル 牝3栗 54 菅原 明良�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472＋141：55．2� 33．4�
814 ソルシエール 牝3芦 54 石橋 脩�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 61：55．3� 84．2�
610 ベストスマイル 牝3鹿 54 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438± 01：55．4� 63．8
47 モンタナサファイア 牝3鹿 54 杉原 誠人金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 日高 白井牧場 416＋101：55．61� 92．0�
815 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 木幡 巧也田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 494± 01：55．81� 238．0�
11 スマイルサキ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗松野 真一氏 松山 将樹 日高 白瀬 盛雄 432＋ 81：55．9� 151．6�
22 ファディッシュ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 422－121：56．32� 190．7�
58 オーブリオン 牝3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490± 0 〃 同着 355．4�

23 ハニーズスマイル 牝3鹿 54 石川裕紀人髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452＋181：57．15 71．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，590，500円 複勝： 61，147，000円 枠連： 14，817，200円
馬連： 60，219，800円 馬単： 32，171，000円 ワイド： 57，041，400円
3連複： 95，258，000円 3連単： 125，977，300円 計： 490，222，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 300円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 435905 的中 � 150052（1番人気）
複勝票数 計 611470 的中 � 198812（1番人気）� 47588（4番人気）� 106498（3番人気）
枠連票数 計 148172 的中 （5－6） 9529（6番人気）
馬連票数 計 602198 的中 �� 36893（5番人気）
馬単票数 計 321710 的中 �� 15531（4番人気）
ワイド票数 計 570414 的中 �� 28883（4番人気）�� 53396（2番人気）�� 27042（5番人気）
3連複票数 計 952580 的中 ��� 44553（3番人気）
3連単票数 計1259773 的中 ��� 13846（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―13．1―12．7―12．6―12．9―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．9―50．0―1：02．7―1：15．3―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キャリックアリード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2022．6．12 東京3着

2019．1．21生 牝3青鹿 母 アイリッシュシー 母母 Fire Lily 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 キョウエイパーリオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月21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 チャメドレア号



22041 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第5競走 1，800�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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

69 ロードプレイヤー 牡2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 アイズスタッド株式会社 442 ―1：50．2 4．0�
44 ブレイディヴェーグ 牝2鹿 54 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 464 ― 〃 アタマ 2．2�
711 プロトカルチャー 牡2栗 54 津村 明秀外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：51．05 18．9�
45 アリダンジェロ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 502 ―1：51．42� 10．4�
812 ショウナンダグラス 牡2黒鹿54 石橋 脩国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 486 ―1：51．61� 12．3	
33 ニシノレヴナント 牡2栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか タツヤファーム 500 ―1：51．92 80．8

68 サロンドブラック 牡2黒鹿54 菅原 明良辻子 依旦氏 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 494 ―1：52．32� 20．7�
56 カナデルアイ 牝2鹿 54 武藤 雅佐山 元章氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 452 ― 〃 アタマ 22．1�
57 フジリョウエイ 牡2鹿 54 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：52．51 128．9
710 スペンサーバローズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 蛯名 正義 浦河 宮内牧場 478 ―1：52．81� 8．6�
813 ニクソンテソーロ 牡2黒鹿 54

51 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 日高 リョーケンファー

ム株式会社 484 ―1：53．54 186．0�
22 ショートストップ 牡2黒鹿54 嶋田 純次松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：54．56 160．4�
11 ロジドレフォン 牡2青鹿54 石川裕紀人久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508 ―1：56．6大差 34．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，638，400円 複勝： 51，456，800円 枠連： 12，612，000円
馬連： 61，749，200円 馬単： 31，904，000円 ワイド： 53，564，500円
3連複： 93，173，000円 3連単： 109，811，500円 計： 469，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 120円 � 310円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 270円 �� 800円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 556384 的中 � 116538（2番人気）
複勝票数 計 514568 的中 � 82995（2番人気）� 159832（1番人気）� 28047（6番人気）
枠連票数 計 126120 的中 （4－6） 24984（1番人気）
馬連票数 計 617492 的中 �� 85754（1番人気）
馬単票数 計 319040 的中 �� 22013（2番人気）
ワイド票数 計 535645 的中 �� 58590（1番人気）�� 15775（10番人気）�� 17556（8番人気）
3連複票数 計 931730 的中 ��� 36433（4番人気）
3連単票数 計1098115 的中 ��� 9404（17番人気）

ハロンタイム 12．5―12．9―12．9―13．2―13．3―12．4―11．3―10．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．4―38．3―51．5―1：04．8―1：17．2―1：28．5―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．0
3 ・（12，13）11（10，5）9（3，4，8）（2，6）7－1 4 ・（12，13）－11（10，5）9（3，4）8（2，6）7－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードプレイヤー �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2020．4．1生 牡2鹿 母 ホオポノポノ 母母 キョウエイフルハム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジドレフォン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで平地競走

に出走できない。

22042 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時55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
1：59．5
1：56．1

良
良

48 フォーグッド 牡3黒鹿56 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B518＋ 42：00．9 2．8�
36 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 468± 0 〃 クビ 4．0�
714 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 54

52 △小林 脩斗河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド B420± 02：01．32� 6．7�
12 ネ ク タ リ ス 牡3栗 56

53 ▲原 優介吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 468－ 42：01．72 41．2�
611 バクシンフォワード 牡3鹿 56 松田 大作杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 458＋ 42：01．81 16．9�
24 リヤンソウル 牝3黒鹿54 中井 裕二岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 438－102：02．01 56．8	
47 リオシャンパーニュ 牝3黒鹿54 木幡 巧也大塚 亮一氏 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 � 281．9

713 ポリクシニーズ 牡3青鹿56 津村 明秀今村 明浩氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 474＋182：02．1クビ 56．1�
23 アリアンロッド 牝3栗 54 武士沢友治�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 42：02．2� 30．5�
715 プ レ ヴ ィ ア 牡3黒鹿56 菅原 明良佐々木主浩氏 奥村 武 日高 スマイルファーム 488＋ 8 〃 クビ 13．0
816 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 江田 照男長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム B424－ 42：02．52 85．1�
59 マイネルシデン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 7 〃 クビ 102．1�
612 ローゼシュティア 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：02．71� 4．6�
817 ムーンスター 牝3栗 54 藤懸 貴志田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B430＋ 62：02．8� 146．6�
35 トゥルーブルー 牡3黒鹿56 武藤 雅田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 424＋122：03．22� 252．3�
818 カシノジュピター 牡3鹿 56

54 △松本 大輝柏木 務氏 天間 昭一 浦河 荻伏三好フ
アーム 500－ 82：04．15 278．9�

11 ウインフェリーチェ 牝3鹿 54 石川裕紀人�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 394－ 62：06．6大差 73．8�
510 アルドゥエンナ 牝3青鹿54 野中悠太郎 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：15．1大差 189．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，017，400円 複勝： 52，841，300円 枠連： 16，987，600円
馬連： 68，714，100円 馬単： 28，700，600円 ワイド： 63，863，600円
3連複： 114，194，200円 3連単： 110，703，400円 計： 495，022，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 390174 的中 � 111279（1番人気）
複勝票数 計 528413 的中 � 138884（1番人気）� 89489（2番人気）� 63039（4番人気）
枠連票数 計 169876 的中 （3－4） 21021（2番人気）
馬連票数 計 687141 的中 �� 89327（1番人気）
馬単票数 計 287006 的中 �� 19861（1番人気）
ワイド票数 計 638636 的中 �� 76977（1番人気）�� 30592（6番人気）�� 32771（4番人気）
3連複票数 計1141942 的中 ��� 62036（2番人気）
3連単票数 計1107034 的中 ��� 15495（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―13．2―12．9―12．0―12．0―12．3―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．2―48．4―1：01．3―1：13．3―1：25．3―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォーグッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Congrats デビュー 2021．9．4 新潟6着

2019．4．26生 牡3黒鹿 母 ウィキッドリーパーフェクト 母母 Wickedly Wise 10戦1勝 賞金 16，080，000円
〔その他〕 アルドゥエンナ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフェリーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月21日まで平地

競走に出走できない。
※アリアンロッド号・ウインフェリーチェ号・バクシンフォワード号・ムーンスター号・リヤンソウル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票した
ものとみなした。



22043 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時25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

22 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 472＋ 41：11．8 2．7�
23 � ドリームアジェンダ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC B518＋ 81：12．33 13．4�
610 ペイシャワキア 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 428－ 21：12．72� 37．0�
814 ネコニャンニャン 牝3鹿 54

52 △松本 大輝加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 クビ 7．4�
47 レオミネルバ 牝3栗 54 石橋 脩�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 474－ 41：12．8� 24．1	
46 ホワイトレッグス 牡3栗 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 416－121：13．11� 69．3

11 デルマベルセブブ 牡3鹿 56 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 492＋121：13．41� 168．5�
34 ハピネスガッサン 牝3栗 54 武藤 雅西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 424± 0 〃 クビ 6．7�
815 ミッテルライン 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：13．5� 8．2
713 アシャカシーザ 牝3鹿 54 野中悠太郎吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 豊洋牧場 438± 01：14．03 77．8�
611 フェスティヴベッラ 牝3栗 54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 B456± 01：14．21� 176．6�
712 バ リ ア ン ス 牡3芦 56 津村 明秀藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 498＋ 21：14．4� 42．7�
59 テンシノオスソワケ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝佐藤 勝士氏 浅野洋一郎 安平 	橋本牧場 466 ―1：15．25 214．5�
35 アルファプリンセス 牝3鹿 54 杉原 誠人�貴悦 田村 康仁 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 6 〃 ハナ 314．1�
58 デアリングヒューズ 牝3栗 54 福永 祐一 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 464－161：22．4大差 3．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，958，700円 複勝： 55，105，400円 枠連： 18，305，000円
馬連： 74，335，700円 馬単： 32，461，300円 ワイド： 65，981，000円
3連複： 117，985，900円 3連単： 131，830，300円 計： 536，963，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 340円 � 550円 枠 連（2－2） 1，490円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，480円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 14，600円 3 連 単 ��� 47，810円

票 数

単勝票数 計 409587 的中 � 117179（1番人気）
複勝票数 計 551054 的中 � 147191（1番人気）� 34882（6番人気）� 19558（8番人気）
枠連票数 計 183050 的中 （2－2） 9517（6番人気）
馬連票数 計 743357 的中 �� 38959（5番人気）
馬単票数 計 324613 的中 �� 11219（6番人気）
ワイド票数 計 659810 的中 �� 24344（7番人気）�� 11417（16番人気）�� 2801（43番人気）
3連複票数 計1179859 的中 ��� 6059（46番人気）
3連単票数 計1318303 的中 ��� 1999（155番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．9―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーガブリエル �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．1．10 中山7着

2019．5．28生 牝3栗 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 7戦1勝 賞金 11，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デアリングヒューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21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〕 フェスティヴベッラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月21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 ハクサンセーラー号・ピンキーウィンキー号・フェアリーランド号

22044 8月21日 晴 良 （4新潟3） 第4日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時55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
2：24．4
2：20．6

良
良

811 レットミーアウト 牝5黒鹿 55
52 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B488＋ 62：25．4 7．2�
812 エクスインパクト �4鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：25．93	 9．1�
44 リ ニ ュ ー 牡3鹿 54 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B442－ 62：26．32	 76．2�
68 ゴーシェナイト 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B480＋ 22：26．4	 1．4�
79 パーディシャー 牡5鹿 57 菅原 明良 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 446＋ 22：26．82	 7．1	
56 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57 木幡 巧也齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 468－ 62：26．91 66．6

710
 ゾ ロ 牡6栗 57

55 ◇藤田菜七子北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 468± 02：27．11 75．4�
67 フリューゲルホルン 牡3黒鹿 54

52 △松本 大輝前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 508－ 82：28．05 11．6
33 フ ル ネ ー ズ 牡4鹿 57 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B506＋ 4 〃 ハナ 53．1�
11 アンブローニュ �5鹿 57

55 △小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 62：29．59 236．2�

55 
 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± 02：30．13	 385．1�
22 ランスオブウェイブ 牝3鹿 52 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476－ 42：31．48 41．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，367，200円 複勝： 125，344，800円 枠連： 13，271，000円
馬連： 59，317，000円 馬単： 38，576，200円 ワイド： 51，550，300円
3連複： 96，235，800円 3連単： 193，073，500円 計： 615，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 450円 � 660円 � 2，370円 枠 連（8－8） 2，790円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，300円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 31，320円 3 連 単 ��� 144，750円

票 数

単勝票数 計 383672 的中 � 42352（3番人気）
複勝票数 計1253448 的中 � 78448（2番人気）� 50354（5番人気）� 12934（8番人気）
枠連票数 計 132710 的中 （8－8） 3676（8番人気）
馬連票数 計 593170 的中 �� 16630（9番人気）
馬単票数 計 385762 的中 �� 4372（18番人気）
ワイド票数 計 515503 的中 �� 20343（6番人気）�� 5634（17番人気）�� 3998（23番人気）
3連複票数 計 962358 的中 ��� 2304（55番人気）
3連単票数 計1930735 的中 ��� 967（225番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．3―12．0―12．5―12．8―12．3―12．3―12．1―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―35．2―47．2―59．7―1：12．5―1：24．8―1：37．1―1：49．2―2：01．2―2：12．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レットミーアウト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．10．14 東京8着

2017．6．10生 牝5黒鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 31戦2勝 賞金 35，204，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランスオブウェイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで平地

競走に出走できない。
※ランスオブウェイブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22045 8月21日 晴 良 （4新潟3） 第4日 第9競走 ��1，000�
せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時25分 （芝・直線）

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 ルルルージュ 牝4鹿 55 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 482＋ 6 55．3 11．3�
817 ルドラクシャ 牝5鹿 55 原 優介�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 466± 0 〃 クビ 5．5�
818 オリアメンディ 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476＋14 55．4� 8．8�
48 ロサロッサーナ 牝3鹿 52 津村 明秀八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B492± 0 55．5� 2．0�
713 ミーハディビーナ 牝5青鹿55 佐々木大輔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 2 〃 ハナ 63．5	
816 ボンクラージュ 牝3黒鹿52 石川裕紀人落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 アタマ 8．5

59 ボ レ ロ 牝4鹿 55 武藤 雅�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 474－ 6 55．81� 109．6�
11 フロスティクォーツ 牡4黒鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 468－ 4 55．9� 253．2�
715� サンセットオーラ 牡7鹿 57 武士沢友治 N.S.R.C 村田 一誠 新冠 サンローゼン B458－ 2 56．11 48．6
35 � ダイシンユノ 牝5黒鹿55 嶋田 純次大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 430＋ 4 56．31	 122．9�
510 マブセレナード 牝3青鹿52 菅原 明良マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 6 〃 クビ 11．6�
23 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 444＋10 〃 ハナ 161．0�
611� モメチョッタ 牝6黒鹿55 城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 460＋ 6 56．4� 94．9�
714 アメージングサン 
5鹿 57 内田 博幸 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 B448－12 56．5� 35．1�
47 スマイルアモーレ 牝4鹿 55 杉原 誠人星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B460＋ 4 56．71	 63．8�
12 ペイシャカレン 牝3栗 52 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 436± 0 56．91 23．2�
24 セピアノーツ 牝4芦 55 藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 470－14 57．11	 117．3�
36 � リ ュ ッ カ 牝5鹿 55 木幡 巧也星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 418＋ 4 57．31� 179．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 69，519，800円 複勝： 92，497，700円 枠連： 42，024，000円
馬連： 129，387，100円 馬単： 61，495，700円 ワイド： 108，841，500円
3連複： 255，675，300円 3連単： 303，382，100円 計： 1，062，823，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 380円 � 210円 � 250円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，070円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 34，940円

票 数

単勝票数 計 695198 的中 � 48876（5番人気）
複勝票数 計 924977 的中 � 56214（5番人気）� 127490（2番人気）� 96691（3番人気）
枠連票数 計 420240 的中 （6－8） 33076（4番人気）
馬連票数 計1293871 的中 �� 45588（8番人気）
馬単票数 計 614957 的中 �� 7865（20番人気）
ワイド票数 計1088415 的中 �� 37380（7番人気）�� 25541（12番人気）�� 41230（6番人気）
3連複票数 計2556753 的中 ��� 36184（13番人気）
3連単票数 計3033821 的中 ��� 6294（91番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．6―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．8―43．5

上り4F43．3－3F33．1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルルルージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom デビュー 2020．11．21 東京14着

2018．4．1生 牝4鹿 母 シエルルージュ 母母 Raisonnable 11戦2勝 賞金 22，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フタミジョウワ号・ホーキーポーキー号

22046 8月21日 晴 良 （4新潟3） 第4日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．0

良
良

55 セ レ シ オ ン 牡3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B474＋ 82：11．6 1．8�
22 シ ル ブ ロ ン 牡4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 494＋ 82：12．23� 7．3�
11 ウォルフズハウル 牡6黒鹿57 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 22：13．15 11．5�
66 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458＋ 4 〃 クビ 3．7�
89 マイネルステレール 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 42：13．63 90．6	
88 ヒシエレガンス 	5栗 57 石橋 脩阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－142：13．7クビ 40．6

33 ポレンティア 牝5青鹿55 三浦 皇成 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 02：14．12� 17．5�
44 プルミエロール 牡4青鹿57 菅原 明良 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B494＋ 6 〃 クビ 10．2�
77 ブレーヴユニコーン 牡6青鹿57 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 528－102：15．48 37．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，072，800円 複勝： 69，823，200円 枠連： 13，673，400円
馬連： 82，644，600円 馬単： 52，498，000円 ワイド： 59，373，000円
3連複： 119，182，300円 3連単： 258，417，700円 計： 703，685，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 計 480728 的中 � 208724（1番人気）
複勝票数 計 698232 的中 � 372354（1番人気）� 57950（3番人気）� 57202（4番人気）
枠連票数 計 136734 的中 （2－5） 16835（2番人気）
馬連票数 計 826446 的中 �� 104780（2番人気）
馬単票数 計 524980 的中 �� 53160（2番人気）
ワイド票数 計 593730 的中 �� 62119（2番人気）�� 45026（3番人気）�� 22111（9番人気）
3連複票数 計1191823 的中 ��� 72483（5番人気）
3連単票数 計2584177 的中 ��� 55278（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．3―12．2―12．7―11．9―12．2―12．1―12．5―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―35．0―47．2―59．9―1：11．8―1：24．0―1：36．1―1：48．6―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ レ シ オ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2021．11．21 阪神1着

2019．4．4生 牡3黒鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 5戦3勝 賞金 35，743，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



22047 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，R3．8．21以降R4．8．14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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

712 ギルデッドミラー 牝5鹿 53 三浦 皇成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋101：10．1 8．7�
611 ノンライセンス 牝6黒鹿54 松田 大作黒川 暁子氏 松永 幹夫 平取 船越 伸也 470－ 8 〃 クビ 5．8�
610 ヒロシゲゴールド 牡7青鹿57．5 石橋 脩�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B468－141：10．95 14．0�
23 イ バ ル 牡5青鹿54 内田 博幸ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 510＋ 41：11．11� 27．1�
59 シゲルホサヤク 牡4鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 480＋ 81：11．31� 16．3�
46 シ ョ ー ム 牡7栗 55 田辺 裕信ウエスト．フォレスト．

ステイブル	 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B500－ 2 〃 クビ 42．8

35 ガ ン ケ ン 牡6黒鹿54 野中悠太郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B530－181：11．51 51．7�
713 オヌシナニモノ 牡5鹿 54 菊沢 一樹ニットー商事	 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 472± 0 〃 クビ 40．3�
58 デュアリスト 牡4栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：11．6クビ 4．3
814 ミラーウォーカーズ 牝4鹿 52 丸田 恭介ライオンレースホース	 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 486＋101：11．7� 22．1�
34 ハコダテブショウ 牡4鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B492＋ 2 〃 アタマ 16．3�
11 ウルトラマリン 牝5栗 54 柴田 大知 	吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B492＋ 61：12．01	 25．7�
22 クインズメリッサ 牝4鹿 52 藤懸 貴志 	ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：12．32 5．4�
47 メイショウテンスイ 牡5栗 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 518－121：12．72 30．3�
815
 サイモンハロルド 牡5鹿 53 津村 明秀澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454± 0 〃 クビ 7．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 98，178，500円 複勝： 116，926，600円 枠連： 56，913，700円
馬連： 286，754，900円 馬単： 96，873，300円 ワイド： 190，670，100円
3連複： 499，152，400円 3連単： 505，067，500円 計： 1，850，537，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 190円 � 350円 枠 連（6－7） 1，730円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，670円 �� 890円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 63，660円

票 数

単勝票数 計 981785 的中 � 89975（5番人気）
複勝票数 計1169266 的中 � 85258（5番人気）� 187674（1番人気）� 79570（6番人気）
枠連票数 計 569137 的中 （6－7） 25405（5番人気）
馬連票数 計2867549 的中 �� 58811（11番人気）
馬単票数 計 968733 的中 �� 9609（24番人気）
ワイド票数 計1906701 的中 �� 34615（11番人気）�� 17863（37番人気）�� 56490（5番人気）
3連複票数 計4991524 的中 ��� 35477（29番人気）
3連単票数 計5050675 的中 ��� 5752（175番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．1―12．1―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．5―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギルデッドミラー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．7．13 中京1着

2017．2．19生 牝5鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 19戦3勝 賞金 116，336，000円
※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 ジャスパーウィン号
（非抽選馬）14頭 アドマイヤポラリス号・イメル号・イモータルスモーク号・インターミッション号・ヴァニラアイス号・

ヴェスターヴァルト号・サンクテュエール号・ショックアクション号・スワーヴシャルル号・チェーンオブラブ号・
ベルダーイメル号・ホウオウスクラム号・ルッジェーロ号・ロードラズライト号

22048 8月21日 晴 稍重 （4新潟3） 第4日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時20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 アトラクティーボ 牡3鹿 54 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 534＋ 81：54．2 5．2�

713 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 510＋ 2 〃 クビ 22．8�
611 テイエムアトム 牡4栃栗57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B530＋101：54．41 5．1�
814 サクセスミノル 牡3芦 54 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 470－ 61：54．5� 7．0�
59 � キタノポケット 牝5栗 55

53 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 400＋ 6 〃 クビ 90．3�
11 セザンテイオー 牡4栗 57 内田 博幸瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 506＋ 2 〃 クビ 51．8	
58 サクララージャン 牡6青鹿 57

55 △松本 大輝�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 500＋ 21：54．6クビ 111．8

815 サトノアレックス �5栗 57 菊沢 一樹 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B486± 0 〃 アタマ 93．9�
22 � ル リ オ ウ 牡4芦 57

54 ▲原 優介大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 496＋ 41：54．8	 187．8�

47 グランドライン 牡3青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 532－ 21：55．54 3．2
712 バイタルエリア 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 加野牧場 536＋141：55．92� 44．7�
23 � オニジオオタニ �4黒鹿57 杉原 誠人髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 438－ 21：56．0クビ 273．1�
35 ラブベティー 牝3栗 52

50 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 450＋ 81：57．9大差 4．9�
46 タイセイトリガー 牡3青鹿54 菅原 明良田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか ウエスタンファーム 500＋ 81：59．610 12．4�
34 フェスティヴボス 牡3黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 472± 02：01．19 95．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 106，467，800円 複勝： 119，392，800円 枠連： 42，646，800円
馬連： 200，086，700円 馬単： 80，632，000円 ワイド： 169，206，400円
3連複： 335，611，600円 3連単： 396，256，400円 計： 1，450，300，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 380円 � 200円 枠 連（6－7） 1，570円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 500円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 28，280円

票 数

単勝票数 計1064678 的中 � 162916（4番人気）
複勝票数 計1193928 的中 � 151514（4番人気）� 69532（7番人気）� 175138（2番人気）
枠連票数 計 426468 的中 （6－7） 20935（8番人気）
馬連票数 計2000867 的中 �� 34872（16番人気）
馬単票数 計 806320 的中 �� 9785（25番人気）
ワイド票数 計1692064 的中 �� 38247（17番人気）�� 92554（4番人気）�� 43032（10番人気）
3連複票数 計3356116 的中 ��� 50822（16番人気）
3連単票数 計3962564 的中 ��� 10158（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．4―49．5―1：02．2―1：14．7―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
5，6（4，11）8（3，12，15）（13，14）2－（10，9）7＝1・（5，6，11）（8，15）14（13，12）7，9（4，2，10）3，1

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

勝馬の
紹 介

アトラクティーボ �
�
父 ワンアンドオンリー �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2021．6．27 東京6着

2019．4．22生 牡3鹿 母 シャンパンルージュ 母母 ペルサントクリール 6戦2勝 賞金 16，640，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイトリガー号・フェスティヴボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

21日まで平地競走に出走できない。

４レース目



（4新潟3）第4日 8月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

193，020，000円
8，130，000円
25，540，000円
1，480，000円
24，640，000円
72，086，000円
4，592，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
652，855，100円
975，954，200円
263，775，400円
1，183，836，500円
542，838，200円
962，597，900円
1，976，422，500円
2，508，446，300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 9，066，726，100円

総入場人員 8，510名 （有料入場人員 7，823名）
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