
22049 8月27日 晴 良 （4新潟3） 第5日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：33．3
1：32．3

良
良

815 エマヌエーレ 牡2鹿 54 戸崎 圭太丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 21：34．6 3．0�
58 コンエネルジア 牡2鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：35．13 1．8�
712 シルバースペード 牡2黒鹿54 吉田 豊 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 458－12 〃 クビ 16．5�
22 マイネルフォルツァ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 492＋ 21：35．2� 21．3�

814 マンダリンボレロ 牡2栗 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 白瀬 盛雄 494－ 61：35．51� 26．2	
23 シャトーボビー 牡2青鹿54 田辺 裕信德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 460－ 4 〃 クビ 92．0

35 イ チ ズ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 410＋ 21：35．92 347．1�
59 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± 0 〃 アタマ 267．8�
47 キタノチャリブル 牡2青鹿 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 小西 一男 新冠 タニグチ牧場 442＋ 21：36．11 157．9
11 プレジャークルーズ 牝2栗 54 石橋 脩吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 480＋ 6 〃 ハナ 12．1�
713 シャノンフォールズ 牡2鹿 54 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 486－121：36．2� 272．3�
46 エイチエヌバンピー 牡2鹿 54 菊沢 一樹鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 434＋ 21：36．73 99．1�
610 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 432＋ 41：37．33� 204．2�
611 サ ッ チ モ 牝2黒鹿54 M．デムーロ�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 402－ 4 〃 ハナ 33．2�
34 ショウナンカムイ 牡2青鹿54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 久保田貴士 平取 二風谷ファーム 478－101：37．72� 105．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，097，300円 複勝： 83，720，200円 枠連： 13，690，800円
馬連： 59，539，700円 馬単： 33，476，200円 ワイド： 61，631，300円
3連複： 102，139，800円 3連単： 131，846，800円 計： 533，142，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 160円 �� 470円 �� 350円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 470973 的中 � 127169（2番人気）
複勝票数 計 837202 的中 � 125207（2番人気）� 479847（1番人気）� 35880（5番人気）
枠連票数 計 136908 的中 （5－8） 44043（1番人気）
馬連票数 計 595397 的中 �� 162026（1番人気）
馬単票数 計 334762 的中 �� 34094（2番人気）
ワイド票数 計 616313 的中 �� 131011（1番人気）�� 27239（6番人気）�� 38408（3番人気）
3連複票数 計1021398 的中 ��� 91950（2番人気）
3連単票数 計1318468 的中 ��� 25109（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．4―12．2―11．7―11．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．7―47．1―59．3―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エマヌエーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．7．30 新潟3着

2020．2．15生 牡2鹿 母 エ マ ノ ン 母母 ピ ラ ミ マ 2戦1勝 賞金 7，000，000円

22050 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

815 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 468－ 81：55．1 5．8�
35 ハッピーバレー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450－ 41：55．42 52．0�
11 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± 01：55．82 2．7�
712 ジャスミンカーラ 牝3黒鹿54 荻野 極 �シルクレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B418－ 2 〃 ハナ 42．9�
610 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 464＋ 21：56．11� 19．5	
58 ナンヨーアイリス 牝3栗 54 三浦 皇成中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 466± 0 〃 クビ 19．5

611 チャメドレア 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 464＋ 41：56．52� 93．6�
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 B468－ 4 〃 アタマ 16．9�
713 レオミネルバ 牝3栗 54 石橋 脩�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 464－101：57．03 37．0
22 アドマイヤザルミナ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 452－ 41：57．53 34．2�
814 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 490－ 41：58．99 13．2�
46 ヴィアルネッサンス 牝3鹿 54 団野 大成吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444＋12 〃 ハナ 16．8�
59 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 B478＋ 4 〃 ハナ 163．5�
47 レーヴディノエル 牝3芦 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 486－ 22：01．3大差 3．3�
34 マ ア イ ノ マ 牝3鹿 54 菊沢 一樹芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 462－102：06．0大差 312．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，894，800円 複勝： 53，979，200円 枠連： 13，096，600円
馬連： 55，175，600円 馬単： 25，554，100円 ワイド： 58，007，600円
3連複： 96，981，400円 3連単： 95，253，700円 計： 432，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 680円 � 130円 枠 連（3－8） 5，190円

馬 連 �� 8，870円 馬 単 �� 17，000円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 300円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 43，590円

票 数

単勝票数 計 348948 的中 � 47733（3番人気）
複勝票数 計 539792 的中 � 80210（3番人気）� 13331（10番人気）� 144945（1番人気）
枠連票数 計 130966 的中 （3－8） 1952（20番人気）
馬連票数 計 551756 的中 �� 4816（27番人気）
馬単票数 計 255541 的中 �� 1127（51番人気）
ワイド票数 計 580076 的中 �� 5397（31番人気）�� 56620（2番人気）�� 9894（17番人気）
3連複票数 計 969814 的中 ��� 14486（16番人気）
3連単票数 計 952537 的中 ��� 1584（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．1―49．2―1：01．7―1：14．5―1：28．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

アコークロー �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．18 中山11着

2019．3．12生 牝3鹿 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 7戦1勝 賞金 9，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レーヴディノエル号・マアイノマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

27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〕 マアイノマ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27日まで平地競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
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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



22051 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05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

47 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± 01：12．3 6．9�

59 サヨノフィールド 牡3黒鹿56 内田 博幸吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 日高 出口牧場 B480＋ 41：12．61� 16．9�
814 ヒメカミノカゼ 牝3鹿 54 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 462－ 6 〃 アタマ 8．4�
11 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 B476＋ 21：12．7クビ 4．1�
611 パ ン タ ナ ル 牡3栗 56 菅原 明良�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 504－ 4 〃 ハナ 3．3�
610 トルーマンテソーロ 牡3栗 56 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 516＋ 61：13．34 27．1	
712 タイセイロージー 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 8 〃 クビ 6．7

713 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 456－ 21：13．51� 18．2�
35 バックシャン 牝3栗 54 菊沢 一樹�山王飯店 鈴木 伸尋 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 41：14．24 101．2�
23 アルティマボス 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 B502－ 81：14．62� 118．7�
58 キリシマミッチー 牝3芦 54 杉原 誠人茂木 国久氏 大和田 成 新冠 川島牧場 444－101：15．23� 375．1�
815 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 B458＋ 21：15．41� 8．5�
34 ペイシャヴェニット 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 502 ―1：16．46 238．5�
22 サーストンユタ 牡3芦 56 的場 勇人齊藤 宣彰氏 的場 均 浦河 富田牧場 480 ―1：19．2大差 409．2�

（14頭）
46 クロースコンバット 牡3鹿 56 荻野 極吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，325，500円 複勝： 53，305，800円 枠連： 12，780，100円
馬連： 56，499，000円 馬単： 24，373，000円 ワイド： 53，491，300円
3連複： 84，873，000円 3連単： 88，421，100円 計： 408，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 440円 � 320円 枠 連（4－5） 6，640円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 890円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 16，400円 3 連 単 ��� 94，270円

票 数

単勝票数 差引計 343255（返還計 185） 的中 � 39636（4番人気）
複勝票数 差引計 533058（返還計 227） 的中 � 76426（3番人気）� 28443（8番人気）� 41885（6番人気）
枠連票数 差引計 127801（返還計 14） 的中 （4－5） 1491（18番人気）
馬連票数 差引計 564990（返還計 1058） 的中 �� 7494（24番人気）
馬単票数 差引計 243730（返還計 473） 的中 �� 1668（46番人気）
ワイド票数 差引計 534913（返還計 1022） 的中 �� 8293（22番人気）�� 15983（12番人気）�� 5268（29番人気）
3連複票数 差引計 848730（返還計 3658） 的中 ��� 3881（58番人気）
3連単票数 差引計 884211（返還計 5411） 的中 ��� 680（318番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―46．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．4
3 ・（1，10）（12，11，15）－（14，13）－7（3，9）－5，8＝4＝2 4 ・（1，10）（12，11）15，14，13，7，9－3，5，8＝4＝2

勝馬の
紹 介

クイーンアポーン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．7．31 新潟13着

2019．5．7生 牝3鹿 母 イエスオアノー 母母 コガネセンガン 13戦1勝 賞金 12，470，000円
〔出走取消〕 クロースコンバット号は，疾病〔顔部挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サーストンユタ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャヴェニット号・サーストンユタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

27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。
（非抽選馬） 5頭 エイシンドゥルガー号・オモイソメル号・グリモワール号・チョウザメノコ号・ヨドノフローラ号

22052 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 ネイチャーセラピー 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 526－ 41：54．9 5．6�
813 ワンダージュノ 牡3鹿 56 田中 勝春山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 492± 01：55．0� 30．5�
69 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 410－ 21：55．1� 3．8�
33 ブランショセット 牡3栗 56 菅原 明良吉田 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 486＋ 21：55．3� 3．5�
711 サクラソーレ 牡3青 56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 466－ 21：55．51� 12．2�
57 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 B454－ 21：55．71� 8．8	
46 ノアペルーサ 牡3鹿 56 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B490－ 21：56．01� 72．3

45 フロールシュタット 牡3鹿 56 坂井 瑠星吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 クビ 48．7�
34 ガ ス ト ン �3黒鹿 56

54 △小林 脩斗吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 446－ 61：56．21� 10．4�
11 ハピネスガッサン 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 416－ 81：56．73 33．2
22 ラスティンボーイ 牡3栗 56 木幡 巧也齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：57．34 33．8�
712 ファットーラモーレ 牡3鹿 56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 490± 01：57．4クビ 364．8�
814 メイショウオリジン 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 478－ 21：58．46 80．0�
58 プラニエータ 牝3鹿 54 杉原 誠人山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 512＋122：00．5大差 9．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，910，000円 複勝： 61，677，600円 枠連： 15，947，000円
馬連： 62，585，100円 馬単： 27，240，900円 ワイド： 66，012，700円
3連複： 102，739，300円 3連単： 104，269，500円 計： 482，382，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 630円 � 180円 枠 連（6－8） 2，850円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 12，440円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 560円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 70，640円

票 数

単勝票数 計 419100 的中 � 59013（3番人気）
複勝票数 計 616776 的中 � 86857（3番人気）� 19539（8番人気）� 105160（2番人気）
枠連票数 計 159470 的中 （6－8） 4332（10番人気）
馬連票数 計 625851 的中 �� 5882（28番人気）
馬単票数 計 272409 的中 �� 1642（47番人気）
ワイド票数 計 660127 的中 �� 5767（33番人気）�� 32764（4番人気）�� 9258（22番人気）
3連複票数 計1027393 的中 ��� 8277（31番人気）
3連単票数 計1042695 的中 ��� 1070（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―50．4―1：03．0―1：15．5―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
14（9，13）（1，11）（4，8）（3，12）（5，10）2－（6，7）・（14，9，13）11，10（1，12）（4，8，2）（5，3，7）－6

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

勝馬の
紹 介

ネイチャーセラピー �
�
父 Union Rags �

�
母父 Tiz Wonderful デビュー 2022．5．15 東京4着

2019．3．25生 牡3芦 母 マイハッピーフェイス 母母 Summer Star 2戦1勝 賞金 5，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラニエータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月27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〕 ファットーラモーレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27日まで平地競走に出走で

きない。
※メイショウオリジン号・ワンダージュノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22053 8月27日 曇 良 （4新潟3） 第5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

710 フライヤートゥルー 牡2鹿 54 坂井 瑠星中村 忠彦氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 462 ―1：50．2 7．5�
22 マンマリアーレ 牝2芦 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 472 ―1：50．41� 9．4�
57 アスコルティアーモ 牝2鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 430 ―1：50．5クビ 1．7�
813 メタルスピード 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム 476 ―1：51．24 5．5�
68 オールデイズ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 466 ―1：51．3� 16．4	

711 ローヌメファ 牝2鹿 54 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 日高 天羽 禮治 510 ―1：51．94 195．7

11 タッチャブル 牡2鹿 54 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 新冠 ハクレイファーム 514 ―1：52．0クビ 43．2�
812 ファビーニョ 牡2鹿 54 団野 大成吉田 和美氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 538 ― 〃 クビ 36．4�
44 シュヴァルツナーガ 牝2黒鹿54 木幡 巧也永見 貴昭氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：52．74 273．1
45 キープアドーラブル 牝2鹿 54 岩田 康誠髙嶋 航氏 寺島 良 新ひだか 矢野牧場 470 ―1：53．01� 17．9�
33 マイネルスヴニール 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 荒井ファーム 436 ―1：53．21� 79．5�
69 ワールドウイング �2鹿 54

51 ▲水沼 元輝 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 神垣 道弘 426 ―1：54．79 184．9�
56 シゲルハピネス 牝2鹿 54 荻野 極森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ―1：55．23 125．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，422，600円 複勝： 47，335，600円 枠連： 10，749，200円
馬連： 56，030，700円 馬単： 29，672，700円 ワイド： 47，080，900円
3連複： 75，056，100円 3連単： 105，771，300円 計： 424，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 150円 � 180円 � 110円 枠 連（2－7） 2，870円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 640円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 10，670円

票 数

単勝票数 計 524226 的中 � 58816（3番人気）
複勝票数 計 473356 的中 � 65729（3番人気）� 48733（4番人気）� 171513（1番人気）
枠連票数 計 107492 的中 （2－7） 2899（9番人気）
馬連票数 計 560307 的中 �� 13923（10番人気）
馬単票数 計 296727 的中 �� 3835（17番人気）
ワイド票数 計 470809 的中 �� 16507（8番人気）�� 53639（2番人気）�� 40086（3番人気）
3連複票数 計 750561 的中 ��� 60038（1番人気）
3連単票数 計1057713 的中 ��� 7185（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―50．5―1：03．6―1：16．5―1：27．8―1：38．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライヤートゥルー �
�
父 リアルスティール �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2020．3．20生 牡2鹿 母 ア ン ジ ュ エ 母母 キュンティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22054 8月27日 曇 良 （4新潟3） 第5日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左・外）

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
1：33．3
1：32．3

良
良

12 デインバランス 牝2黒鹿54 戸崎 圭太草間 庸文氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 476 ―1：37．5 6．6�
36 シロノクミキョク 牝2芦 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 442 ―1：37．6クビ 11．1�
611 アサクサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 豊田原 慶子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 450 ―1：37．91� 3．0�
59 メイショウヒエイ 牝2鹿 54 荻野 極松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 斉藤英牧場 442 ―1：38．0� 97．6�
818 ハローマイラブリー 牝2鹿 54 石川裕紀人平賀 久枝氏 伊坂 重信 浦河 鎌田 正嗣 538 ―1：38．21� 20．9�
23 アスパルディーコ 牝2黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス	 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 476 ―1：38．3� 3．0

714 ラ ウ ラ ー ナ 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 金石牧場 418 ― 〃 ハナ 34．6�
24 ルビータイプ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：38．51� 60．6�
816 スウィフトアロー 牝2鹿 54 三浦 皇成青芝商事	 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478 ―1：39．03 89．2
715 ミ ズ カ ガ ミ 牝2青鹿54 江田 照男	シンユウ企画 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 436 ― 〃 クビ 54．2�
35 サバンナテソーロ 牝2鹿 54 団野 大成了德寺健二ホール

ディングス	 高木 登 新ひだか 山口 忠彦 448 ―1：39．1� 91．6�
713 ネッロランパンテ 牝2青鹿54 野中悠太郎堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 448 ―1：39．2クビ 175．4�
612 カーメルビーチ 牝2鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：39．52 23．2�
510 ヒマワリノコ 牝2黒鹿54 内田 博幸前田 亘輝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 438 ―1：39．61 139．1�
817 ナックアロマ 牝2青鹿54 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 420 ―1：39．7� 215．0�
11 ナンヨーウイング 牝2黒鹿54 M．デムーロ中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 クビ 10．6�
47 ジュタドール 牝2鹿 54 木幡 巧也諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 464 ―1：40．01� 181．0�
48 ドンタッチミー 牝2鹿 54 木幡 初也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 418 ― 〃 ハナ 225．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，143，400円 複勝： 53，741，600円 枠連： 19，277，200円
馬連： 69，466，700円 馬単： 28，978，400円 ワイド： 60，366，500円
3連複： 93，224，200円 3連単： 100，818，600円 計： 484，016，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 250円 � 140円 枠 連（1－3） 1，840円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 490円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 26，600円

票 数

単勝票数 計 581434 的中 � 72800（3番人気）
複勝票数 計 537416 的中 � 68416（3番人気）� 47258（4番人気）� 119046（1番人気）
枠連票数 計 192772 的中 （1－3） 8079（8番人気）
馬連票数 計 694667 的中 �� 12742（14番人気）
馬単票数 計 289784 的中 �� 3148（23番人気）
ワイド票数 計 603665 的中 �� 11791（14番人気）�� 32472（3番人気）�� 28988（4番人気）
3連複票数 計 932242 的中 ��� 17460（11番人気）
3連単票数 計1008186 的中 ��� 2747（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．8―50．8―1：03．5―1：14．7―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．0
3 18，4（6，17）（2，5，14）（7，9）（3，13）（16，15）8，12（1，11）10 4 18（4，6，17）5（2，14，9）（3，13，7，16）（8，12，15）11（1，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デインバランス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Frankel 初出走

2020．1．14生 牝2黒鹿 母 ナッシングバットドリームズ 母母 Danedream 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ドンタッチミー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22055 8月27日 曇 良 （4新潟3） 第5日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時25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
1：07．5
1：05．8

良
良

612 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 432－ 41：09．0 6．5�
816 ボンジューママ 牝3鹿 54 丸田 恭介田口 廣氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 420－ 61：09．1クビ 5．4�
24 ピンキーウィンキー 牝3鹿 54 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B460＋ 1 〃 アタマ 5．4�
23 ミッキージェンヌ 牝3黒鹿54 石川裕紀人野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 15．1�
818 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 460－ 4 〃 アタマ 5．2�
510� フロムドーヴィル 牝3鹿 54 坂井 瑠星野村 茂雄氏 加藤士津八 仏 Mr Simon

Urizzi B442－ 21：09．62� 21．5	
714 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 菊沢 一樹
ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 424－ 21：09．92 5．1�
36 ツキニホエル 牡3栗 56 内田 博幸植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 422± 01：10．11� 51．1�
715 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 422＋ 21：10．31� 7．6
48 フェルクアーサー 牡3鹿 56 木幡 巧也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 456－ 21：10．41 65．6�
713 ハクサンセーラー 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 430－ 21：10．5� 29．0�
47 アティトラン 牝3黒鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 21：10．81� 97．2�
12 ディアマンネージュ 牝3鹿 54 宮崎 北斗ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 490＋ 8 〃 クビ 191．1�
611 グランドクォーツ 牡3鹿 56 伊藤 工真田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 モトスファーム 442＋11 〃 アタマ 348．0�
59 ダイメイクルミ 牝3芦 54 野中悠太郎宮本 昇氏 本間 忍 新ひだか 前田牧場 470－ 21：11．11� 321．1�
11 フロストクリスタル 牝3芦 54 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 434－ 9 〃 ハナ 399．6�
817 グットウインド 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 442－ 61：11．84 517．2�
35 ウエスタンフレチャ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 408－121：11．9クビ 118．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，021，200円 複勝： 56，184，900円 枠連： 19，804，900円
馬連： 79，627，700円 馬単： 26，446，100円 ワイド： 59，732，300円
3連複： 102，783，800円 3連単： 105，431，500円 計： 488，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 180円 � 220円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 680円 �� 720円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 24，760円

票 数

単勝票数 計 380212 的中 � 46420（5番人気）
複勝票数 計 561849 的中 � 71211（4番人気）� 89805（2番人気）� 60522（6番人気）
枠連票数 計 198049 的中 （6－8） 16084（5番人気）
馬連票数 計 796277 的中 �� 30888（10番人気）
馬単票数 計 264461 的中 �� 6073（13番人気）
ワイド票数 計 597323 的中 �� 22637（8番人気）�� 21140（9番人気）�� 20448（10番人気）
3連複票数 計1027838 的中 ��� 19432（16番人気）
3連単票数 計1054315 的中 ��� 3087（103番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―12．0―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．8―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．2
3 3－16（2，10，18）（4，12）－（1，6）8（9，14，13）（5，7，11）15＝17 4 3－16（2，10，18）12，4－（1，6）－（9，14，8）13（7，11，15）5＝17

勝馬の
紹 介

クインズコスモス �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2022．2．6 東京5着

2019．4．30生 牝3栗 母 アンドモアアゲイン 母母 It’s Personal 6戦1勝 賞金 8，940，000円
〔3走成績による出走制限〕 アティトラン号・ディアマンネージュ号・グットウインド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年

10月27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。
（非抽選馬） 5頭 ステラレギア号・タマノフィオーレ号・バンブリッジ号・フィニッシュムーヴ号・ライドオンタイム号

22056 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00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

59 ブレイクフォース 牡3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 478＋ 41：52．7 4．6�
713 ハリウッドフェーム 牡3黒鹿54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 B532＋ 81：53．76 28．1�
712 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 468－ 6 〃 アタマ 3．5�
46 ペイシャジュン 牡4栗 57 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 516＋ 81：54．23 5．9�
35 ノームストリーム 牡4鹿 57 内田 博幸水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 B494－141：54．62� 111．5�
610 マイネルオーサム 牡3鹿 54 柴田 大知 �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 468＋ 41：54．8� 13．3	
58 サトノストロング 	3黒鹿54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－18 〃 クビ 3．6

34 ゲットアップ 	4黒鹿57 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B468－ 21：54．9クビ 36．6�
815
 マサカウマザンマイ 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 480＋ 21：55．53� 35．7�
22 ガラデレオン 牡5鹿 57 石川裕紀人山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 496± 01：55．92� 293．7
11 エコロカナワン 牡4鹿 57 津村 明秀原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486－ 41：56．22 48．9�
814 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 512＋141：56．41 66．8�
611 テンチシンメイ 牡5鹿 57

55 △小林 脩斗岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B514－ 41：57．78 168．1�
23 
 チョモランマ 牡4鹿 57

54 ▲水沼 元輝小島 將之氏 加藤 和宏 浦河 大島牧場 514－ 81：58．33� 239．4�
47 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 456－ 61：59．78 12．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，818，700円 複勝： 58，641，900円 枠連： 17，368，300円
馬連： 78，242，500円 馬単： 31，399，100円 ワイド： 67，147，600円
3連複： 118，290，000円 3連単： 134，913，700円 計： 547，821，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 580円 � 170円 枠 連（5－7） 360円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 390円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 47，380円

票 数

単勝票数 計 418187 的中 � 72727（3番人気）
複勝票数 計 586419 的中 � 81950（4番人気）� 19995（8番人気）� 107259（2番人気）
枠連票数 計 173683 的中 （5－7） 36558（1番人気）
馬連票数 計 782425 的中 �� 8695（22番人気）
馬単票数 計 313991 的中 �� 2481（33番人気）
ワイド票数 計 671476 的中 �� 7879（24番人気）�� 49611（2番人気）�� 12434（13番人気）
3連複票数 計1182900 的中 ��� 15322（16番人気）
3連単票数 計1349137 的中 ��� 2064（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．0―50．0―1：02．3―1：14．5―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイクフォース �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 新潟11着

2019．5．2生 牡3栗 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 6戦2勝 賞金 14，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 チョモランマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョモランマ号・インディペンデント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

27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。
（非当選馬） 2頭 クラウンゼロ号・ゴールドブリーズ号



22057 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第9競走 ��1，200�
い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

58 メズメライザー 牡3鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526＋ 21：11．2 1．7�

713 エリモグリッター �5鹿 57 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 474－ 21：11．41� 33．3�
46 ヴァリアント 牡6青鹿57 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 490± 01：11．51 4．9�
22 ゴールドクロス 牡7鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 498＋ 21：11．92� 28．3�
815 バーンパッション 牡5黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 478＋ 41：12．0	 110．0�
610 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成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 484－ 21：12．1� 10．8	
11 ペイシャリルキス �6鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 496＋ 41：12．2クビ 147．0

814 トミケンカラバティ 牡4鹿 57 木幡 巧也佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 450＋ 81：12．41 55．4�
611 エコロマンボ 牝4鹿 55 団野 大成原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 514＋12 〃 アタマ 95．1�
47 ネオトゥルー 牡5鹿 57 石川裕紀人西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 117．9
23 
 ミフトゥーロ 牝7鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 460－ 2 〃 クビ 259．2�
59 アルバミノル 牡4鹿 57 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 21：12．82� 16．1�
35 
 スズカユース 牝6栗 55 松岡 正海永井 啓弍氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B448－121：13．11	 165．0�
712 シンゼンマックス 牡6栗 57 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 494＋ 61：13．52� 56．3�
34 フルールドネージュ 牝5栗 55 菅原 明良ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 446＋ 21：14．13� 5．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，968，700円 複勝： 83，377，000円 枠連： 18，886，300円
馬連： 95，854，200円 馬単： 47，345，900円 ワイド： 82，663，600円
3連複： 157，865，900円 3連単： 214，589，100円 計： 750，550，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 460円 � 140円 枠 連（5－7） 1，460円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 810円 �� 210円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 499687 的中 � 231954（1番人気）
複勝票数 計 833770 的中 � 377889（1番人気）� 21654（7番人気）� 121273（2番人気）
枠連票数 計 188863 的中 （5－7） 9996（7番人気）
馬連票数 計 958542 的中 �� 31170（8番人気）
馬単票数 計 473459 的中 �� 11905（9番人気）
ワイド票数 計 826636 的中 �� 23423（8番人気）�� 121915（1番人気）�� 9649（18番人気）
3連複票数 計1578659 的中 ��� 36377（9番人気）
3連単票数 計2145891 的中 ��� 11386（37番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メズメライザー �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．6．19 阪神2着

2019．2．10生 牡3鹿 母 チ ャ ー ム 母母 ミスアドーラブル 7戦3勝 賞金 36，713，000円
〔制裁〕 エリモグリッター号の調教師中野栄治は，下見所へのひき付けが遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 クリノカサット号・ケイサンフリーゼ号・コパノミッキー号・ゴーストレート号・セイレーン号・ラストサムライ号・

ラナチャンス号

22058 8月27日 曇 良 （4新潟3） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時10分 （芝・左・外）
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
1：31．5
1：30．3

良
良

713 ラ イ テ ィ ア 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：33．7 3．8�
611 ウイングレイテスト 牡5栗 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 506＋101：33．81 6．9�
35 ノワールドゥジェ 牝4青 55 団野 大成 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 484－ 21：33．9クビ 7．4�
815 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 M．デムーロ �CHEVAL AT-TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 496＋16 〃 クビ 19．1�
59 ノーブルアース 牝7黒鹿55 菊沢 一樹吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 488－ 21：34．0� 128．8	
712 リッケンバッカー 牡4鹿 57 石川裕紀人安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 476＋10 〃 アタマ 5．9

610 フラーズダルム 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500＋161：34．1	 15．5�
23 クロノメーター 牡5黒鹿57 武藤 雅 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：34．2クビ 65．4�
34 サトノフウジン 牡5黒鹿57 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋ 61：34．31 26．0
58 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿55 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 448＋121：34．4クビ 10．4�
46 リリーピュアハート 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋14 〃 アタマ 32．6�
22 フィアスプライド 牝4青鹿55 菅原 明良ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋14 〃 クビ 11．8�
814 シ ャ チ 牡5鹿 57 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B462＋ 21：34．61
 238．3�
11 ジャカランダレーン 牝4黒鹿55 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：35．02	 23．5�
47 メモリーエフェクト 牡4鹿 57 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474＋ 41：35．21 9．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，908，000円 複勝： 113，934，500円 枠連： 33，556，300円
馬連： 153，283，700円 馬単： 51，530，800円 ワイド： 129，402，800円
3連複： 232，294，200円 3連単： 220，515，800円 計： 1，004，426，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 220円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 450円 �� 580円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 699080 的中 � 145841（1番人気）
複勝票数 計1139345 的中 � 218043（1番人気）� 152173（2番人気）� 120143（4番人気）
枠連票数 計 335563 的中 （6－7） 51687（1番人気）
馬連票数 計1532837 的中 �� 105095（1番人気）
馬単票数 計 515308 的中 �� 19468（1番人気）
ワイド票数 計1294028 的中 �� 75840（1番人気）�� 57219（3番人気）�� 38282（7番人気）
3連複票数 計2322942 的中 ��� 58076（2番人気）
3連単票数 計2205158 的中 ��� 12916（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．4―48．5―1：00．2―1：11．1―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ イ テ ィ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．9．16 阪神1着

2017．4．21生 牝5鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 11戦4勝 賞金 82，031，000円



22059 8月27日 曇 稍重 （4新潟3） 第5日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，R3．8．28以降R4．8．21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

新潟放送賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

46 ジュンライトボルト 牡5鹿 55 石川裕紀人河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 41：51．5 6．6�
814 ホールシバン 牡4鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 81：51．81� 6．2�
712 デュープロセス 牡6栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 英 Godolphin 486± 01：51．91 64．4�
610� ヴァンヤール 牡4栗 54 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 530＋ 41：52．53	 25．0�
22 ゴールドレガシー 牡4栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：52．6クビ 6．2�
713 ホウオウエミーズ 牝5鹿 52 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 67．1	
47 サンダーブリッツ 牡5黒鹿56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 492－101：52．7	 10．5

58 レッドソルダード 
4黒鹿55 団野 大成 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490－ 21：52．8	 7．2�
35 ペルセウスシチー 牡5黒鹿55 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B484± 01：53．01� 25．0�
59 ホウオウスクラム 牡7栗 53 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 510－16 〃 クビ 58．9
11 ス レ イ マ ン 牡4栗 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 552＋221：53．63	 5．6�
611 アッシェンプッテル 牝6鹿 53 木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B508－ 21：53．7	 48．5�
815� アメリカンシード 牡5鹿 56 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 476＋ 21：54．55 15．6�
23 ダノンスプレンダー 牡6黒鹿56．5 池添 謙一�ダノックス 安田 隆行 洞湖 レイクヴィラファーム B510－ 41：55．14 18．2�
34 ベルダーイメル 牡5鹿 55 津村 明秀ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 448－101：58．1大差 9．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 127，189，600円 複勝： 193，271，200円 枠連： 74，903，200円
馬連： 329，307，400円 馬単： 104，706，200円 ワイド： 251，011，800円
3連複： 568，386，200円 3連単： 559，146，100円 計： 2，207，921，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 250円 � 1，030円 枠 連（4－8） 1，360円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 5，610円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 43，900円 3 連 単 ��� 231，510円

票 数

単勝票数 計1271896 的中 � 151900（4番人気）
複勝票数 計1932712 的中 � 247125（1番人気）� 217937（5番人気）� 39764（13番人気）
枠連票数 計 749032 的中 （4－8） 42393（5番人気）
馬連票数 計3293074 的中 �� 90107（7番人気）
馬単票数 計1047062 的中 �� 13372（17番人気）
ワイド票数 計2510118 的中 �� 60829（9番人気）�� 11312（65番人気）�� 13125（58番人気）
3連複票数 計5683862 的中 ��� 9709（166番人気）
3連単票数 計5591461 的中 ��� 1751（895番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．1―12．8―12．4―12．5―13．0―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．4―48．2―1：00．6―1：13．1―1：26．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡5鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 23戦5勝 賞金 115，684，000円
〔その他〕 ベルダーイメル号は，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。
※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） 2頭 エイコーン号・ロジペルレスト号
（非抽選馬） 1頭 キョウヘイ号

22060 8月27日 曇 良 （4新潟3） 第5日 第12競走 ��1，200�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
1：07．5
1：05．8

良
良

24 ミスボニータ 牝3青 52 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442± 01：08．3 2．7�
35 ショウナンタイジュ 牡3青鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 478± 01：08．51� 14．9�
12 ヴィントミューレ �4鹿 57

54 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 448＋ 61：08．6� 33．4�
48 クラリティスケール 牝3青 52 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 446＋ 81：08．7� 15．4�
36 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 444－ 2 〃 ハナ 3．9�
714 カラパタール 牝4青鹿55 津村 明秀 	シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 436－12 〃 クビ 5．5

11 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± 01：09．01� 11．3�
611 グランチェイサー �5黒鹿57 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 446－ 21：09．1� 23．2�
47 	 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 452－101：09．42 343．8
23 	 ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿54 野中悠太郎福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 460＋ 81：09．71
 31．3�
713	 ユイノダンディズム 牡4鹿 57 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 諏訪牧場 474－ 6 〃 ハナ 75．3�
818 ブラウシュヴァルツ �4青 57 団野 大成 	キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B486± 01：09．9
 25．1�
510	 アトムヴェローチェ 牝5鹿 55 木幡 巧也永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 452＋ 81：10．22 175．2�
817	 アランチオーネ 牝6栗 55

52 ▲原 優介 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454＋241：10．3� 404．8�
715 クラウンシューター 牡3黒鹿54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 474－ 61：10．61
 35．1�
612 ネ ズ コ 牝4黒鹿55 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 日高 浦新 徳司 454＋ 8 〃 クビ 55．9�
816 セピアノーツ 牝4芦 55

53 ◇藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 472＋ 21：10．91� 103．2�
59 ジャスティンリーチ �5青鹿57 池添 謙一三木 正浩氏 林 徹 浦河 木戸口牧場 502＋101：11．32� 219．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 93，110，800円 複勝： 121，962，000円 枠連： 43，293，600円
馬連： 179，647，300円 馬単： 69，900，000円 ワイド： 167，289，800円
3連複： 295，220，600円 3連単： 320，808，000円 計： 1，291，232，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 330円 � 710円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，430円 �� 7，310円

3 連 複 ��� 19，570円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 931108 的中 � 271689（1番人気）
複勝票数 計1219620 的中 � 295249（1番人気）� 83714（5番人気）� 33760（11番人気）
枠連票数 計 432936 的中 （2－3） 75671（1番人気）
馬連票数 計1796473 的中 �� 52951（8番人気）
馬単票数 計 699000 的中 �� 13633（11番人気）
ワイド票数 計1672898 的中 �� 47554（9番人気）�� 30213（14番人気）�� 5675（58番人気）
3連複票数 計2952206 的中 ��� 11310（55番人気）
3連単票数 計3208080 的中 ��� 2963（235番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．9―11．7―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．3―33．2―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 ・（13，16）－5，4（8，12，11）（6，17）（1，7）2（14，15）18－3，9，10 4 ・（13，16）5，4（6，8，11）12（1，7，17）（2，14）－15（3，18）－（10，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Street Boss デビュー 2021．8．14 新潟2着

2019．3．24生 牝3青 母 ロングホットサマー 母母 Hotlantic 12戦2勝 賞金 21，030，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンパンタジア号



（4新潟3）第5日 8月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 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

213，190，000円
28，600，000円
1，390，000円
27，330，000円
81，077，000円
5，087，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
688，810，600円
981，131，500円
293，353，500円
1，275，259，600円
500，623，400円
1，103，838，200円
2，029，854，500円
2，181，785，200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 9，054，656，500円

総入場人員 7，105名 （有料入場人員 6，567名）
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