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22073 9月3日 雨 良 （4新潟3） 第7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

22 ファルヴォーレ 牡4芦 60 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 462＋143：06．1 3．3�
712 プンタアレナス �4芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 23：06．52� 15．7�
58 ヴィーヴァバッカス 牡7栗 60 伴 啓太芹澤 精一氏 相沢 郁 様似 清水スタッド 476－103：06．6� 61．6�
610 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿60 平沢 健治 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462－ 23：06．81	 15．2�
814 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 B490－ 43：08．07 2．2�
57 ヤップヤップヤップ 牡6栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 468＋123：08．21� 62．4	
813 アポロファントム 牡5鹿 60 植野 貴也アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 458＋ 63：08．41 9．8

46 サクセッション �5芦 60 石神 深一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－ 43：09．14 7．3�
711 カイトレッド 牝5鹿 58 草野 太郎本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 466－ 23：10．37 281．9�
34 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 470－ 23：11．04 96．9
69 トランスナショナル �6栗 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 03：11．42� 11．8�
33 リネンスイング 牡3黒鹿58 上野 翔戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 444－ 93：11．72 251．9�
11 グランドメノウ 牡3芦 58 大江原 圭田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 484＋ 23：12．76 255．2�
45 シグネチャーセル 牡4鹿 60 黒岩 悠前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494± 03：13．44 168．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，270，400円 複勝： 31，900，900円 枠連： 9，974，500円
馬連： 34，796，900円 馬単： 18，940，600円 ワイド： 30，050，500円
3連複： 65，253，700円 3連単： 73，568，900円 計： 286，756，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 470円 � 1，460円 枠 連（2－7） 1，920円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，680円 �� 6，760円

3 連 複 ��� 19，410円 3 連 単 ��� 73，970円

票 数

単勝票数 計 222704 的中 � 53777（2番人気）
複勝票数 計 319009 的中 � 77762（2番人気）� 15148（6番人気）� 4259（9番人気）
枠連票数 計 99745 的中 （2－7） 4024（9番人気）
馬連票数 計 347969 的中 �� 14724（10番人気）
馬単票数 計 189406 的中 �� 5133（10番人気）
ワイド票数 計 300505 的中 �� 11107（10番人気）�� 2825（27番人気）�� 1102（40番人気）
3連複票数 計 652537 的中 ��� 2521（49番人気）
3連単票数 計 735689 的中 ��� 721（187番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．0－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファルヴォーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．6．6 阪神6着

2018．2．12生 牡4芦 母 フリティラリア 母母 リ リ ウ ム 障害：4戦1勝 賞金 13，100，000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） 2頭 シーザワールド号・ワンダーサーイター号

22074 9月3日 雨 稍重 （4新潟3） 第7日 第2競走 ��1，800�2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
1：53．0
1：50．9

重
不良

713 ノーブルミステリー 牝2黒鹿 54
51 ▲佐々木大輔吉木 伸彦氏 菊川 正達 浦河 金成吉田牧場 432± 01：55．8 20．2�

611 ナックダンス 牝2黒鹿54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 468－ 61：56．01� 12．6�
35 グランサバナ 牡2鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482± 01：56．1� 4．0�
59 グリーングラシア 牡2鹿 54 木幡 初也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 480± 01：56．21 5．7�
814 ニシノパプルブリリ 牝2黒鹿54 菅原 明良西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 460－ 21：56．3クビ 17．0�
46 コスモアバンサ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 日高 沖田牧場 468－ 41：56．51� 3．4	
58 バンブトンプロ 牡2鹿 54 武士沢友治樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 460－ 41：57．45 41．5

815 キタノソロモン 牡2鹿 54 菊沢 一樹北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 454－ 21：58．57 231．3�
47 シゲルヴィンセント 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 笹島 政信 488－ 41：58．82 226．4�
34 ハイファイヴ 牡2鹿 54 松岡 正海吉田 安惠氏 堀内 岳志 安平 追分ファーム 488＋ 61：59．43� 23．6
22 ヤマノコトブキ 牡2黒鹿54 丸田 恭介澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 林 孝輝 462＋ 21：59．71� 248．5�
610 テリオスノア 牝2黒鹿54 三浦 皇成鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 土田 和男 464＋ 41：59．91� 8．8�
11 コンイルヴェント 牡2鹿 54 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 520＋ 22：00．22 23．8�
23 エルクリード 牡2鹿 54

52 △永野 猛蔵�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 496＋ 22：00．3クビ 25．3�
712 ホーリーイヴ 牝2芦 54 吉田 豊遠藤日出樹氏 上原 博之 日高 U・M・A 434－ 62：00．41 172．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，397，600円 複勝： 37，840，100円 枠連： 10，950，300円
馬連： 47，036，500円 馬単： 20，455，000円 ワイド： 43，660，000円
3連複： 71，120，600円 3連単： 67，591，000円 計： 331，051，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 470円 � 270円 � 210円 枠 連（6－7） 2，450円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 17，490円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，640円 �� 800円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 107，460円

票 数

単勝票数 計 323976 的中 � 13522（7番人気）
複勝票数 計 378401 的中 � 17998（7番人気）� 37061（4番人気）� 54540（3番人気）
枠連票数 計 109503 的中 （6－7） 3454（10番人気）
馬連票数 計 470365 的中 �� 3971（30番人気）
馬単票数 計 204550 的中 �� 877（60番人気）
ワイド票数 計 436600 的中 �� 3885（33番人気）�� 6779（21番人気）�� 14692（7番人気）
3連複票数 計 711206 的中 ��� 4256（45番人気）
3連単票数 計 675910 的中 ��� 456（343番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．7―13．0―12．5―12．8―13．2―12．9―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．2―50．2―1：02．7―1：15．5―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．3
1
3
10（11，13）（4，14）9（1，5）－6（7，15）12，8－2－3・（10，11，13）14，5（9，6）－（4，8）1（7，15）3（2，12）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルミステリー �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2022．6．11 東京6着

2020．5．3生 牝2黒鹿 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 エルクリード号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 キョウエイルーマー号・マイネルアラウダ号

第３回 新潟競馬 第７日



22075 9月3日 雨 稍重 （4新潟3） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時15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

712 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－ 21：12．0 4．6�
58 チャオベッラ 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 454＋ 21：12．42� 10．7�
23 セオリーリターン 牝3黒鹿54 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 442－101：12．61� 6．8�
47 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± 01：12．91� 9．4�
46 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 498－ 61：13．01 5．1�
11 ヤマトカチドキ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 472＋ 61：13．31� 11．3	
713 オモイソメル 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子ゲートイン 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム B466± 01：13．4� 18．3

815 ブロードリーチ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：13．5クビ 3．3�
814 ネコニャンニャン 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 21：13．6� 29．5
611 モ ヒ ー ト 牝3鹿 54 柴田 大知�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 446－ 61：15．4大差 228．2�
34 デルマデミウルゴス 牡3芦 56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 492 ―1：16．35 301．4�
610 メイトゥリアーク 牝3栗 54

51 ▲水沼 元輝ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 432－ 2 〃 アタマ 528．3�
59 ハッキヨーヨー 牝3鹿 54 岩田 康誠�藤原牧場 辻 哲英 新ひだか 藤原牧場 466 ― 〃 ハナ 113．4�
35 コウセイマユコ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔杉安浩一郎氏 和田 雄二 浦河 高岸 順一 448 ―1：16．93� 375．4�
22 ワンダーコリーナ 牝3栗 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 380＋ 81：17．11� 629．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，326，700円 複勝： 56，747，900円 枠連： 13，333，700円
馬連： 59，996，200円 馬単： 23，776，700円 ワイド： 50，773，700円
3連複： 84，819，600円 3連単： 83，411，600円 計： 409，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 220円 � 190円 枠 連（5－7） 2，120円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 930円 �� 540円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 31，260円

票 数

単勝票数 計 363267 的中 � 62128（2番人気）
複勝票数 計 567479 的中 � 91952（2番人気）� 60121（5番人気）� 80938（4番人気）
枠連票数 計 133337 的中 （5－7） 4854（11番人気）
馬連票数 計 599962 的中 �� 14344（18番人気）
馬単票数 計 237767 的中 �� 3052（30番人気）
ワイド票数 計 507737 的中 �� 13536（16番人気）�� 24726（4番人気）�� 18015（8番人気）
3連複票数 計 848196 的中 ��� 13762（20番人気）
3連単票数 計 834116 的中 ��� 1934（137番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルウエイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．6．27 東京10着

2019．4．5生 牡3栗 母 ヒメスズラン 母母 イシノスティール 11戦1勝 賞金 13，020，000円
〔発走状況〕 ハッキヨーヨー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマデミウルゴス号・メイトゥリアーク号・ハッキヨーヨー号・コウセイマユコ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地競走に出走できない。
ワンダーコリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月3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〕 メイトゥリアーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3日まで平地競走に出走できな
い。

22076 9月3日 雨 良 （4新潟3） 第7日 第4競走 ��3，250�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700万円毎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3：28．4良

811 ノーザンクリス 牡7芦 60 小野寺祐太加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 520± 03：34．5 41．2�
710 ハーツシンフォニー �5青鹿60 石神 深一 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B460＋ 4 〃 ハナ 7．6�
11 マイネルグロン 牡4青鹿60 伴 啓太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 23：34．6� 10．0�
55 テトラルキア �7鹿 60 大江原 圭吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B490＋ 83：35．77 34．1�
67 ショウナンサルヴォ 牡4栗 60 難波 剛健国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 508＋ 83：36．23	 4．8�
68 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 482－ 83：36．4� 31．0	
812 ル ヴ ォ ル グ �6黒鹿60 五十嵐雄祐�フクキタル 和田正一郎 新冠 パカパカ

ファーム 494－283：36．72 10．5

56 
 メイショウハチク �8鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 456－ 8 〃 クビ 152．5�
33 シャリオヴァルト �9鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 43：37．44 21．4�
44 フィードバック �6黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太 社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 486－ 43：37．82	 8．3�
79 ナ ギ サ 牝4鹿 59 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 496± 0 〃 ハナ 2．2�
22 � ストレイライトラン �7黒鹿60 上野 翔 �ローレルレーシング 松永 康利 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 482－123：38．0� 146．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，236，900円 複勝： 29，988，000円 枠連： 10，388，200円
馬連： 37，520，500円 馬単： 20，003，600円 ワイド： 35，139，500円
3連複： 68，414，100円 3連単： 84，013，600円 計： 313，704，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 530円 � 270円 � 270円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 28，570円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，720円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 32，120円 3 連 単 ��� 306，070円

票 数

単勝票数 計 282369 的中 � 5482（10番人気）
複勝票数 計 299880 的中 � 13222（7番人気）� 31505（4番人気）� 30440（5番人気）
枠連票数 計 103882 的中 （7－8） 11832（2番人気）
馬連票数 計 375205 的中 �� 2470（33番人気）
馬単票数 計 200036 的中 �� 525（69番人気）
ワイド票数 計 351395 的中 �� 3358（31番人気）�� 3291（32番人気）�� 6911（16番人気）
3連複票数 計 684141 的中 ��� 1597（84番人気）
3連単票数 計 840136 的中 ��� 199（622番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 52．2－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーザンクリス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．2．4生 牡7芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 障害：14戦2勝 賞金 39，140，000円

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 4日第 12 競走）
〔その他〕　　タイセイトリガー号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



22077 9月3日 曇 良 （4新潟3） 第7日 第5競走 ��2，000�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
2：01．3
1：58．5

良
良

11 ミ ヤ ビ 牝2黒鹿54 武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 412 ―2：07．2 3．0�
44 メイショウカガ 牡2青鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 482 ―2：07．62� 3．6�
33 ダイヤプリーモ 牝2芦 54 吉田 豊大野 數芳氏 小野 次郎 日高 荒井ファーム 444 ―2：07．7� 23．4�
66 マイネルカンパーナ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 396 ―2：07．8� 21．8�
77 リ チ ャ 牡2青鹿54 戸崎 圭太前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470 ―2：08．12 3．0�
22 オールアイズオン 牡2黒鹿54 柴田 善臣和泉 憲一氏 蛯名 正義 新ひだか 北洋牧場 486 ―2：08．2クビ 7．0	
55 カドゥケウス 牡2栗 54 木幡 巧也 
ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 474 ―2：08．52 31．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 42，535，600円 複勝： 24，137，800円 枠連： 発売なし
馬連： 43，491，700円 馬単： 23，998，900円 ワイド： 25，706，300円
3連複： 44，333，100円 3連単： 107，279，400円 計： 311，482，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 530円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，890円

票 数

単勝票数 計 425356 的中 � 115640（1番人気）
複勝票数 計 241378 的中 � 64218（1番人気）� 55547（3番人気）
馬連票数 計 434917 的中 �� 70374（1番人気）
馬単票数 計 239989 的中 �� 19827（2番人気）
ワイド票数 計 257063 的中 �� 27117（3番人気）�� 11752（7番人気）�� 8514（11番人気）
3連複票数 計 443331 的中 ��� 23793（6番人気）
3連単票数 計1072794 的中 ��� 13205（21番人気）

ハロンタイム 13．8―13．0―13．5―13．8―12．9―12．8―12．5―12．2―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．8―26．8―40．3―54．1―1：07．0―1：19．8―1：32．3―1：44．5―1：55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9
1
3
・（4，7）1（3，5，6）－2・（4，7，1）（6，3，5）－2

2
4
4，7，1，3，6，5，2・（4，7，1）（6，3）5，2

勝馬の
紹 介

ミ ヤ ビ �

父 リオンディーズ �


母父 ディープインパクト 初出走

2020．3．11生 牝2黒鹿 母 ウインルキア 母母 ゴールドデイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22078 9月3日 曇 良 （4新潟3） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13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
1：31．5
1：30．3

良
良

611 ジュエルラビシア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 452＋101：34．8 2．4�
715 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 474－ 21：35．01� 5．6�
47 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 438＋ 41：35．31� 7．2�
24 マルアズール 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 408－ 21：35．41 18．0�
817 シ ュ ホ 牝3栗 54 岩田 康誠�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 406± 0 〃 ハナ 11．3	
713 パープライト 牡3芦 56 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．5� 58．8

48 タマノフィオーレ 牝3鹿 54 菊沢 一樹玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 438－ 41：35．6クビ 130．7�
35 ファムスパーブ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 456＋ 21：35．7� 18．3�
510 ロ ム レ ー ン 牡3黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 41：35．91 5．8
12 ゲティスバーグ 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 21：36．0� 101．2�
612 リーディングラン 牝3栗 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 476＋ 61：36．1� 111．9�
59 ランプロティタ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �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 466－ 21：36．31 24．4�
36 ヒラボクフラワー 牝3鹿 54 丸田 恭介�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 81：36．51� 132．8�
714 フィニッシュムーヴ 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 B470－10 〃 クビ 38．2�
816 レ イ ア リ イ 牝3栗 54 杉原 誠人 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 406＋ 61：36．6� 461．6�
23 � 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 452－ 61：36．91� 27．9�
11 ミヤビピオニー 牝3栗 54 大野 拓弥村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 522＋14 〃 クビ 271．5�
818 チョウザメノコ 牡3鹿 56 国分 恭介矢野 琢也氏 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 476＋101：38．610 197．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，029，600円 複勝： 64，921，600円 枠連： 14，614，900円
馬連： 65，723，200円 馬単： 27，231，900円 ワイド： 66，692，100円
3連複： 101，621，900円 3連単： 105，072，100円 計： 489，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 310円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 440296 的中 � 141115（1番人気）
複勝票数 計 649216 的中 � 159888（1番人気）� 110290（2番人気）� 87569（3番人気）
枠連票数 計 146149 的中 （6－7） 16881（2番人気）
馬連票数 計 657232 的中 �� 66840（2番人気）
馬単票数 計 272319 的中 �� 17112（2番人気）
ワイド票数 計 666921 的中 �� 50368（3番人気）�� 57346（1番人気）�� 33853（4番人気）
3連複票数 計1016219 的中 ��� 53614（1番人気）
3連単票数 計1050721 的中 ��� 16751（1番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．5―12．4―12．2―11．7―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．4―34．9―47．3―59．5―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルラビシア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2021．10．30 東京2着

2019．3．24生 牝3鹿 母 サファリミス 母母 Safari Girl 4戦1勝 賞金 11，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 フィニッシュムーヴ号・チョウザメノコ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3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 スカイコップス号

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　レーヴディノエル号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕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。



22079 9月3日 晴 良 （4新潟3） 第7日 第7競走 1，800�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

715 ナンヨーアゼリア 牝3青鹿54 田辺 裕信中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－ 21：48．2 5．9�
47 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B474± 01：48．41� 7．6�
713 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± 01：48．61� 5．5�
36 バンブリッジ 牝3栃栗54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452－101：48．7� 11．1�
24 ア ル テ ラ 牡3芦 56 三浦 皇成武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 410± 0 〃 クビ 5．5	
59 カフェティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 468－ 2 〃 アタマ 177．2

48 ソフィーズチョイス 牝3青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 420－ 81：49．12� 83．6�
35 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± 0 〃 アタマ 7．7�
612 エアパルクール 牝3鹿 54 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 440－101：49．2クビ 12．2
23 ジャスミンフローラ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 434＋ 6 〃 クビ 6．2�
816 ヤマニンスピーガ 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 490－14 〃 アタマ 189．3�
11 ルージュライゼ 牝3青鹿54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 426＋ 61：49．51� 45．3�
510 アイズダンシング 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �ローレルレーシング 小西 一男 新冠 村田牧場 466＋ 41：49．6クビ 48．1�
818 サバイバルアート 牝3鹿 54 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 424＋10 〃 クビ 112．8�
714 ラガッツァアレグラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子島井新一郎氏 田中 剛 新冠 佐藤牧場 426± 01：49．92 172．5�
12 サウンドエフェクト 牝3鹿 54 野中悠太郎�G1レーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：50．0� 148．5�
611 ヨドノフローラ 牝3栗 54 江田 照男海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 412＋10 〃 クビ 237．5�
817 クロシンジュ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 418－ 41：50．74 24．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，900，500円 複勝： 55，063，300円 枠連： 17，359，200円
馬連： 55，280，300円 馬単： 21，664，100円 ワイド： 51，450，100円
3連複： 84，455，500円 3連単： 83，431，000円 計： 401，604，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 280円 � 180円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 550円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 31，160円

票 数

単勝票数 計 329005 的中 � 43967（3番人気）
複勝票数 計 550633 的中 � 62285（5番人気）� 46535（6番人気）� 89556（1番人気）
枠連票数 計 173592 的中 （4－7） 10921（4番人気）
馬連票数 計 552803 的中 �� 15175（14番人気）
馬単票数 計 216641 的中 �� 3168（24番人気）
ワイド票数 計 514501 的中 �� 12470（15番人気）�� 24884（3番人気）�� 13567（12番人気）
3連複票数 計 844555 的中 ��� 11376（16番人気）
3連単票数 計 834310 的中 ��� 1941（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．8―48．3―1：01．0―1：13．4―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 ・（17，6）（3，7，12）（4，8）（2，18）（9，15）16，11（1，14）（5，13）10 4 17，6（3，7，12）（2，4，8）18（9，15）（11，16）（10，1，14，13）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーアゼリア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．14 新潟5着

2019．3．13生 牝3青鹿 母 パンデリング 母母 フサイチパンドラ 6戦1勝 賞金 9，200，000円
〔発走状況〕 ナンヨーアゼリア号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔3走成績による出走制限〕 ラガッツァアレグラ号・ヨドノフローラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3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 ブルーグラスソング号

22080 9月3日 晴 稍重 （4新潟3） 第7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）

牝；負担重量は，3歳53�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
1：09．1
1：08．5

重
重

46 ハイアムズビーチ 牝3白 53 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：10．8 3．0�
34 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 53 戸崎 圭太石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 454－ 61：11．75 3．3�
22 カ リ カ 牝3芦 53 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 480＋ 61：12．01� 16．4�
814 シーオブドリームス 牝4青鹿55 菅原 明良�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 8 〃 クビ 16．2�
23 アラカザーム 牝4栗 55

52 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 450－ 81：12．1� 17．3�
11 ソールズベリー 牝3青鹿 53

50 ▲佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B452－ 41：12．52� 18．7	

59 トラストパッキャオ 牝3栗 53 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 468± 01：12．71� 7．3

35 タマダイヤモンド 牝4青鹿55 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484± 01：12．8クビ 18．5�
611 メ シ ア ン 牝5栗 55

53 △小林 脩斗 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 460＋ 41：13．01� 42．3

47 マテンロウボイス 牝3鹿 53
51 △永野 猛蔵寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 B456＋ 41：13．31� 15．1�

712 アジアノジュンシン 牝4鹿 55 内田 博幸植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 470± 01：13．51� 24．4�
58 フレンドパル 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 448－ 21：13．81� 36．7�
610 ミトグラフィア 牝4鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 414＋ 21：13．9� 42．9�
713 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 444－ 61：15．17 130．4�
815� インディナート 牝4黒鹿55 松岡 正海 KAJIMOTOホー

ルディングス� 堀内 岳志 新ひだか タガミファーム 454＋ 61：15．52� 122．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，410，400円 複勝： 65，339，200円 枠連： 18，717，300円
馬連： 80，164，300円 馬単： 31，454，600円 ワイド： 70，079，200円
3連複： 122，845，300円 3連単： 125，363，600円 計： 561，373，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 140円 � 270円 枠 連（3－4） 370円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 270円 �� 900円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 474104 的中 � 125290（1番人気）
複勝票数 計 653392 的中 � 121510（2番人気）� 142719（1番人気）� 45943（4番人気）
枠連票数 計 187173 的中 （3－4） 39116（1番人気）
馬連票数 計 801643 的中 �� 110279（1番人気）
馬単票数 計 314546 的中 �� 22917（1番人気）
ワイド票数 計 700792 的中 �� 76880（1番人気）�� 18298（10番人気）�� 20666（5番人気）
3連複票数 計1228453 的中 ��� 42640（2番人気）
3連単票数 計1253636 的中 ��� 10907（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―12．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．9―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイアムズビーチ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．12 東京1着

2019．1．21生 牝3白 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 5戦2勝 賞金 21，403，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァルゴスピカ号・インディナート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月

3日まで平地競走に出走できない。



22081 9月3日 曇 良 （4新潟3） 第7日 第9競走 ��2，200�
ひ ょ う こ

瓢 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．0

良
良

811 ジャスティンヴェル 牡3黒鹿54 戸崎 圭太三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 484＋ 62：14．1 5．0�
22 バ ラ ジ 牡3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 492± 0 〃 � 2．1�
68 ストキャスティーク 牝3栗 52 菅原 明良藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：14．52 3．7�
812 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± 02：14．71� 34．4�
67 エコロデュエル 牡3青鹿54 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468－ 22：14．91� 17．1�
710 シングマイハート 牝4鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456－ 82：15．43 8．4	
79 アマネセール �6青鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 ハナ 34．8

44 ア ー ダ レ イ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458＋ 42：15．5� 35．7�
11 シエラネバダ �7芦 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：15．81	 22．5
55 
 ヒ シ ハ ル ク 牡4鹿 57 野中悠太郎阿部 雅英氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 506＋102：16．01� 109．0�
56 ビートザレコード 牡3鹿 54 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 466＋ 2 〃 クビ 183．8�
33 ミラクルランバック 牡3鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 508－ 82：18．0大差 174．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，750，900円 複勝： 64，957，000円 枠連： 15，547，300円
馬連： 81，814，900円 馬単： 41，191，500円 ワイド： 68，667，800円
3連複： 120，818，200円 3連単： 164，419，300円 計： 604，166，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 210円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 467509 的中 � 73629（3番人気）
複勝票数 計 649570 的中 � 86250（3番人気）� 226429（1番人気）� 113384（2番人気）
枠連票数 計 155473 的中 （2－8） 25868（2番人気）
馬連票数 計 818149 的中 �� 115837（2番人気）
馬単票数 計 411915 的中 �� 23634（4番人気）
ワイド票数 計 686678 的中 �� 79072（2番人気）�� 44902（4番人気）�� 89880（1番人気）
3連複票数 計1208182 的中 ��� 135005（1番人気）
3連単票数 計1644193 的中 ��� 33230（6番人気）

ハロンタイム 13．4―11．5―11．6―12．3―13．1―12．2―12．3―12．3―12．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―24．9―36．5―48．8―1：01．9―1：14．1―1：26．4―1：38．7―1：51．1―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンヴェル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．7．31 新潟1着

2019．4．3生 牡3黒鹿 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 7戦2勝 賞金 27，547，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

22082 9月3日 曇 良 （4新潟3） 第7日 第10競走 ��2，000�
あ か く ら

赤 倉 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

710 ミスフィガロ 牝4鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434＋102：00．9 1．9�

33 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± 02：01．11� 10．2�

711 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 458－ 82：01．2クビ 22．9�
45 エクセレントタイム �4鹿 57 武藤 雅 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 4 〃 クビ 14．4�
812 ネオストーリー 牡5青鹿57 津村 明秀藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B462＋ 42：01．3クビ 45．9	
44 ケンアンビシャス 牡4黒鹿57 吉田 豊中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 470－ 62：01．72� 22．0

69 シンシアリダーリン 牝4鹿 55 石橋 脩�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 458＋202：01．8	 13．2�
22 アドマイヤハレー 牡4青鹿57 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 3．9�
68 コスモスタック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 466－ 62：02．12 84．4
56 シーリアスラブ 牡6鹿 57 川又 賢治吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 458± 02：02．2アタマ 30．4�
813
 ス ウ ェ ア ー 牡5鹿 57 江田 照男松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 510－242：02．73 111．3�
11 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 菅原 明良�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：02．8� 16．1�
57 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿57 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 460± 0 〃 アタマ 143．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，719，900円 複勝： 96，432，300円 枠連： 20，007，400円
馬連： 109，843，900円 馬単： 51，762，400円 ワイド： 82，474，100円
3連複： 161，804，800円 3連単： 222，586，400円 計： 796，631，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 280円 枠 連（3－7） 820円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 410円 �� 600円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 517199 的中 � 216868（1番人気）
複勝票数 計 964323 的中 � 473223（1番人気）� 70268（3番人気）� 49407（4番人気）
枠連票数 計 200074 的中 （3－7） 18890（4番人気）
馬連票数 計1098439 的中 �� 92249（2番人気）
馬単票数 計 517624 的中 �� 32603（3番人気）
ワイド票数 計 824741 的中 �� 55495（2番人気）�� 35304（5番人気）�� 11056（20番人気）
3連複票数 計1618048 的中 ��� 31445（12番人気）
3連単票数 計2225864 的中 ��� 15516（26番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．2―12．1―12．9―12．8―12．0―11．4―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．9―49．0―1：01．9―1：14．7―1：26．7―1：38．1―1：49．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスフィガロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．25 京都3着

2018．4．22生 牝4鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 13戦3勝 賞金 57，304，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。



22083 9月3日 曇 稍重 （4新潟3） 第7日 第11競走 ��1，800�
ふるまち

古町ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．9．4以降R4．8．28まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝
利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

814 ル リ ア ン 牡5鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516＋121：51．0 6．9�
610 ゴールドパラディン 牡5栗 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 41：51．1クビ 5．9�
713 オンザライン 牡4青鹿56 菅原 明良久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448± 01：51．84 5．0�
34 ブライトンロック 牡8黒鹿54 大野 拓弥坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470± 01：52．22� 86．2�
22 � リバプールタウン 牡7鹿 55 柴田 善臣薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 500＋ 21：52．3� 18．2	
35 ガ ン ダ ル フ 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 2．9

58 アドマイヤメティス 牝5鹿 53 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 422＋ 8 〃 ハナ 12．9�
47 � ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 452－ 21：52．51 9．3�
46 ベルジュネス 	6鹿 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B474＋101：52．6� 121．4
23 メガゴールド 牡4芦 55 石橋 脩合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B522＋ 6 〃 アタマ 30．7�
815� コパノリッチマン 牡5栃栗54 丸田 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514± 0 〃 ハナ 29．1�
611 モダスオペランディ 牡6鹿 55 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 41：53．02 22．4�
59 ロ ジ テ ィ ナ 牡7黒鹿52 武藤 雅久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 546＋ 41：53．32 230．7�
712 ヴォウジラール 	7鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 504－ 21：54．79 195．3�
11 ペイシャクェーサー 牝4鹿 52 柴田 大知北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 478－ 81：55．33� 55．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 108，025，700円 複勝： 147，221，300円 枠連： 51，352，100円
馬連： 278，632，000円 馬単： 93，177，600円 ワイド： 195，686，000円
3連複： 427，653，600円 3連単： 440，435，700円 計： 1，742，184，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 210円 � 160円 枠 連（6－8） 1，520円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 930円 �� 780円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 22，610円

票 数

単勝票数 計1080257 的中 � 123822（4番人気）
複勝票数 計1472213 的中 � 145163（5番人気）� 176323（3番人気）� 269380（2番人気）
枠連票数 計 513521 的中 （6－8） 26110（7番人気）
馬連票数 計2786320 的中 �� 89648（9番人気）
馬単票数 計 931776 的中 �� 14722（18番人気）
ワイド票数 計1956860 的中 �� 52856（10番人気）�� 63892（8番人気）�� 89144（5番人気）
3連複票数 計4276536 的中 ��� 86129（9番人気）
3連単票数 計4404357 的中 ��� 14117（55番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―13．2―12．4―12．5―12．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．8―49．0―1：01．4―1：13．9―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル リ ア ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．7 中京2着

2017．3．29生 牡5鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 16戦4勝 賞金 64，410，000円
※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 ショウリノカンパイ号・スペロデア号
（非抽選馬） 3頭 カナリキケン号・テイエムベンチャー号・ナリノモンターニュ号

22084 9月3日 曇 良 （4新潟3） 第7日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）

負担重量は，3歳55�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
1：31．5
1：30．3

良
良

48 トライフォーリアル �5栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B488－ 61：35．2 51．4�
817 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 57

54 ▲原 優介子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 450＋ 2 〃 アタマ 6．2�
36 ダイバリオン 牡3鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 452－ 41：35．3クビ 4．6�
35 アルジェントステラ 牝4黒鹿55 武藤 雅 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 444－ 21：35．4� 156．9�
713 イントロバート 牝3黒鹿 53

50 ▲佐々木大輔�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 482± 0 〃 � 225．6	
714 フェルマーテ 牝5青鹿55 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 484± 01：35．5クビ 50．6�
818	 カンパーニャ 牡6栗 57 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B460－ 41：35．71
 22．5�
612 ソレントフレイバー 牡3鹿 55 吉田 豊尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 490＋ 2 〃 クビ 18．3
510 ミッキーブンブン 牡3青鹿55 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 500＋ 41：36．12� 23．6�
47 モメントグスタール �4鹿 57 丸田 恭介ディアレストクラブ
 高木 登 浦河 中脇 満 464－ 2 〃 ハナ 180．5�
715 ラッシュアップ �5青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 522－ 8 〃 ハナ 18．8�
59 グランディス �4鹿 57 江田 照男石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 464＋ 21：36．2� 292．1�
24 	 トラストドーベル 牝4黒鹿55 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 490－ 9 〃 クビ 260．1�
12 カールスモーキー 牡3黒鹿55 菅原 明良中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 494－ 21：36．4� 8．5�
611 アルマイナンナ 牝5芦 55

53 △小林 脩斗コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 454＋ 41：37．03� 181．0�
816 クイーンドライヴ 牝3青鹿 53

51 △永野 猛蔵井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 410＋ 41：37．1� 89．2�
11 カーペンタリア 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：38．16 2．4�
23 ホウオウパレード 牡3黒鹿55 石橋 脩小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 500± 01：38．41� 12．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 104，635，800円 複勝： 127，812，800円 枠連： 42，182，000円
馬連： 167，262，400円 馬単： 67，189，400円 ワイド： 155，434，200円
3連複： 266，793，100円 3連単： 300，284，600円 計： 1，231，594，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 720円 � 210円 � 180円 枠 連（4－8） 5，960円

馬 連 �� 15，110円 馬 単 �� 39，150円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 2，600円 �� 560円

3 連 複 ��� 18，640円 3 連 単 ��� 215，760円

票 数

単勝票数 計1046358 的中 � 16273（11番人気）
複勝票数 計1278128 的中 � 34899（10番人気）� 172792（3番人気）� 222075（2番人気）
枠連票数 計 421820 的中 （4－8） 5482（20番人気）
馬連票数 計1672624 的中 �� 8576（39番人気）
馬単票数 計 671894 的中 �� 1287（93番人気）
ワイド票数 計1554342 的中 �� 10615（35番人気）�� 14819（27番人気）�� 77399（4番人気）
3連複票数 計2667931 的中 ��� 10732（57番人気）
3連単票数 計3002846 的中 ��� 1009（561番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．1―12．6―12．4―11．0―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．5―36．6―49．2―1：01．6―1：12．6―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．6
3 2（9，14）4（1，5，18）（8，11）（6，12，16）（10，13）（3，17）7－15 4 ・（2，9）14（4，5）（1，8，18）（11，16）（6，12）（10，13）－17（3，7）15

勝馬の
紹 介

トライフォーリアル �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．6．16 東京1着

2017．2．23生 �5栗 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 13戦2勝 賞金 20，800，000円
〔制裁〕 アルジェントステラ号の騎手武藤雅は，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：18番）



（4新潟3）第7日 9月3日（土曜日） 雨後曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

207，200，000円
9，940，000円
23，480，000円
1，330，000円
25，500，000円
75，672，000円
6，264，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
597，240，000円
802，362，200円
224，426，900円
1，061，562，800円
440，846，300円
875，813，500円
1，619，933，500円
1，857，457，200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 7，479，642，400円

総入場人員 6，903名 （有料入場人員 6，270名）
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