
22085 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第1競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時10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
2：01．3
1：58．5

良
良

710 ガルムキャット 牡2黒鹿54 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 418± 02：02．6 3．5�
68 ニシノライコウ 牡2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 474－ 42：02．7� 14．2�
69 シンキングサベージ 牡2鹿 54 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 488＋ 8 〃 ハナ 12．6�
45 グランツグリーン 牡2鹿 54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 404± 0 〃 ハナ 2．2�
57 コレオグラファー 牡2鹿 54 戸崎 圭太大谷 正嗣氏 高柳 大輔 日高 戸川牧場 466＋ 42：03．23 6．4�
813 コスモバラタ 牡2青鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 82：03．3� 8．9

22 コスモオピニオン 牡2鹿 54 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 460－ 4 〃 アタマ 46．8�
44 アサクサアダム 牡2黒鹿54 吉田 豊櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 476± 02：03．62 87．1�
33 シルバープリペット 牡2芦 54 嶋田 純次	ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 438＋ 22：03．91� 434．4
56 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿54 岩部 純二	ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 472＋ 62：04．11� 383．2�
711 グランラウディー 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子小島 章義氏 黒岩 陽一 新冠 ハクレイファーム 502± 02：04．31 224．7�
812 レインボーウォリア 牡2黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム B442± 0 〃 アタマ 155．3�
11 リネンマンボ 牡2芦 54

51 ▲原 優介戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 450－ 22：04．51� 303．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，560，500円 複勝： 64，576，800円 枠連： 11，048，100円
馬連： 65，621，800円 馬単： 32，460，600円 ワイド： 58，893，500円
3連複： 98，127，700円 3連単： 122，515，600円 計： 501，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 330円 � 350円 枠 連（6－7） 1，080円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 580円 �� 760円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 485605 的中 � 115982（2番人気）
複勝票数 計 645768 的中 � 125625（2番人気）� 45525（5番人気）� 41619（6番人気）
枠連票数 計 110481 的中 （6－7） 7923（5番人気）
馬連票数 計 656218 的中 �� 23221（9番人気）
馬単票数 計 324606 的中 �� 7447（14番人気）
ワイド票数 計 588935 的中 �� 27181（8番人気）�� 20036（9番人気）�� 10206（16番人気）
3連複票数 計 981277 的中 ��� 11401（21番人気）
3連単票数 計1225156 的中 ��� 3420（88番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―13．5―12．5―12．4―12．3―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．4―49．9―1：02．4―1：14．8―1：27．1―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガルムキャット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2022．7．31 新潟6着

2020．2．12生 牡2黒鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 2戦1勝 賞金 5，200，000円
※出走取消馬 ビルドラポール号（事故のため）

22086 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時45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
1：20．8
1：20．1

良
良

510 ノーブルラン 牡2栗 54 津村 明秀岡村 善行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 456＋ 21：22．7 5．3�
23 トロピカルヒーロー 牡2鹿 54

51 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 472＋ 81：23．23 33．8�
714 サティンボディス 牝2鹿 54 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 6 〃 � 7．1�
48 マジカルガール 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 嘉藤 貴行 新ひだか 静内酒井牧場 406± 01：23．3クビ 11．1�
817 カ リ ン パ ニ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 真歌田中牧場 380＋ 4 〃 クビ 442．5�
12 タイセイサンダー 牡2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 高村牧場 444－ 21：23．4� 4．7	
47 マツリダパーチェ 牡2鹿 54

52 △永野 猛蔵髙橋 文枝氏 水野 貴広 新ひだか チャンピオンズファーム 416＋ 21：23．71� 38．9

11 ヘイトアルーズ 牡2鹿 54 木幡 巧也�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 406－ 41：24．02 339．0�
611 ロゴマジック 牡2黒鹿54 石橋 脩坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 428＋121：24．1� 221．8�
713 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 480＋ 61：24．2� 19．3
59 フルーツサンド 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 クリアファーム 422± 01：24．3クビ 215．9�
24 アントルメグラッセ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 6 〃 クビ 10．8�
35 ジ ュ レ ー ヴ 牡2栗 54 石川裕紀人中村 祐子氏 堀内 岳志 日高 山田 政宏 418＋ 61：24．61� 307．7�
36 アヴェッリーノ 牡2栗 54 内田 博幸八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 466－ 21：24．81� 464．7�
715 ロケッツアン 牡2鹿 54 	島 克駿 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 478＋ 21：25．65 288．0�
612 ペ ッ プ セ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 442－ 21：27．4大差 536．1�
818 ランスノーブル 牝2芦 54 岩田 康誠佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 448＋121：48．2大差 79．4�
816 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 444－ 2 （競走中止） 3．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，327，600円 複勝： 63，380，500円 枠連： 14，046，000円
馬連： 64，342，800円 馬単： 27，077，600円 ワイド： 61，160，200円
3連複： 97，599，600円 3連単： 95，384，400円 計： 465，318，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 720円 � 240円 枠 連（2－5） 2，220円

馬 連 �� 7，950円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 660円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 16，030円 3 連 単 ��� 97，670円

票 数

単勝票数 計 423276 的中 � 67702（3番人気）
複勝票数 計 633805 的中 � 101899（3番人気）� 18195（9番人気）� 73219（4番人気）
枠連票数 計 140460 的中 （2－5） 4896（13番人気）
馬連票数 計 643428 的中 �� 6270（23番人気）
馬単票数 計 270776 的中 �� 1813（38番人気）
ワイド票数 計 611602 的中 �� 7387（24番人気）�� 25431（6番人気）�� 4485（31番人気）
3連複票数 計 975996 的中 ��� 4564（49番人気）
3連単票数 計 953844 的中 ��� 708（271番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．4―12．1―12．3―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．3―34．7―46．8―59．1―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 2（4，8）（3，11）（1，7，5）（10，15）（6，14，13）－9－17，18－12 4 2（4，8）（3，7，11）（1，5，10）（14，15）（6，13）9－17＝12＝18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーブルラン �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ノボジャック デビュー 2022．6．5 東京3着

2020．4．13生 牡2栗 母 フォーモサマンボ 母母 リアフォーモサ 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走中止〕 ハルオーブ号は，3コーナーで「マジカルガール」号が外側に斜行した影響で，前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬

したため競走中止。
〔制裁〕 マジカルガール号の騎手杉原誠人は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・15番・16

番・18番）
〔その他〕 ペップセ号は，3コーナーで競走を中止した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。

ランスノーブル号は，3コーナーで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。
※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） 1頭 エマウリオマレプ号
（非抽選馬） 2頭 キアキア号・ゲンキチーター号

第３回 新潟競馬 第８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



22087 9月4日 晴 稍重 （4新潟3） 第8日 第3競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

23 ミニョンルミエール 牝3栗 54 M．デムーロ �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー
ブル 434－ 41：54．1 5．4�

11 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 532＋ 21：54．2� 41．4�
46 サクラソーレ 牡3青 56

53 ▲佐々木大輔�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 464－ 21：54．3クビ 45．4�
815 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 470＋ 81：54．51� 21．7�
59 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± 01：55．13� 22．1	
35 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 494－ 21：55．2� 3．6

611 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 448－ 21：55．3� 34．5�
58 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 436－ 2 〃 クビ 6．6�
814 リュウバター 牡3鹿 56 丸田 恭介木本 聡子氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 B470－10 〃 ハナ 20．8
22 キングスウェイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－ 41：55．4� 7．7�
34 シャンドマルス 牡3芦 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 622＋10 〃 クビ 139．6�
610 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 494＋ 41：56．88 19．0�
712 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 �島 克駿前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 B498－ 21：56．9� 5．0�
47 コスモガラクシア 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 506＋10 〃 クビ 71．7�
713 エクレアサトリ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496＋182：00．2大差 37．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，883，900円 複勝： 68，303，200円 枠連： 15，861，800円
馬連： 66，921，200円 馬単： 26，678，900円 ワイド： 66，988，400円
3連複： 106，556，400円 3連単： 101，821，700円 計： 493，015，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 810円 � 990円 枠 連（1－2） 5，380円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 3，190円 �� 10，490円

3 連 複 ��� 64，920円 3 連 単 ��� 246，890円

票 数

単勝票数 計 398839 的中 � 58524（3番人気）
複勝票数 計 683032 的中 � 111827（2番人気）� 19371（11番人気）� 15621（12番人気）
枠連票数 計 158618 的中 （1－2） 2282（18番人気）
馬連票数 計 669212 的中 �� 6467（32番人気）
馬単票数 計 266789 的中 �� 1872（39番人気）
ワイド票数 計 669884 的中 �� 7602（29番人気）�� 5427（38番人気）�� 1625（76番人気）
3連複票数 計1065564 的中 ��� 1231（178番人気）
3連単票数 計1018217 的中 ��� 299（754番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．4―12．6―12．1―13．0―12．9―13．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミニョンルミエール �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．10．10 新潟10着

2019．5．12生 牝3栗 母 ブルーボサノヴァ 母母 トーヨーサンバ 12戦1勝 賞金 20，100，000円
〔発走状況〕 リュウバター号は，枠入り不良。

コスモガラクシア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモガラクシア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクレアサトリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4日まで平地競走

に出走できない。

22088 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第4競走 2，200�3歳未勝利
発走11時45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
2：10．8
2：09．0

良
良

23 マイネルカグラ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 22：15．4 51．1�
713 ダブルダブル 牡3鹿 56 吉田 豊千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 446－ 22：15．61� 33．3�
817 ロードオブシャドウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 23．5�
818 スプレッドアウト 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502－ 42：15．7� 3．9�
11 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 472＋ 4 〃 ハナ 6．9	
12 フォーユーランラン 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 426＋ 42：15．8クビ 145．5

47 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 B470＋ 22：15．9� 61．7�
48 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：16．0� 5．3�
816 タイセイエール 牝3鹿 54 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 444＋ 6 〃 ハナ 12．1
510 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 462＋ 62：16．1� 4．1�
612 パ ロ マ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 538＋ 62：16．31� 14．6�
35 エコロブレーヴ 牡3栗 56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 22：16．4クビ 21．5�
36 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 岩部 純二豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 426－ 8 〃 ハナ 207．9�
611 ア オ カ ミ 牡3青 56 津村 明秀プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 464－ 22：16．72 10．5�
59 カ シ オ ン 牡3鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 496± 02：17．12� 117．5�
714 サットンプレイス 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 22：17．2� 281．6�
715 スペキュレーター 牡3鹿 56

53 ▲原 優介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 伏木田牧場 470＋162：18．68 634．5�
24 グレアファンタス �3鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 472－102：23．2大差 184．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，208，500円 複勝： 73，223，300円 枠連： 17，436，500円
馬連： 74，469，500円 馬単： 28，756，000円 ワイド： 72，723，400円
3連複： 113，283，800円 3連単： 106，817，200円 計： 531，918，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，110円 複 勝 � 1，350円 � 860円 � 880円 枠 連（2－7） 20，380円

馬 連 �� 90，880円 馬 単 �� 169，810円

ワ イ ド �� 17，170円 �� 11，690円 �� 7，750円

3 連 複 ��� 449，530円 3 連 単 ��� 3，226，760円

票 数

単勝票数 計 452085 的中 � 7077（11番人気）
複勝票数 計 732233 的中 � 14082（12番人気）� 22890（9番人気）� 22316（10番人気）
枠連票数 計 174365 的中 （2－7） 663（31番人気）
馬連票数 計 744695 的中 �� 635（89番人気）
馬単票数 計 287560 的中 �� 127（177番人気）
ワイド票数 計 727234 的中 �� 1091（81番人気）�� 1606（67番人気）�� 2431（55番人気）
3連複票数 計1132838 的中 ��� 189（398番人気）
3連単票数 計1068172 的中 ��� 24（2443番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―12．0―12．4―13．5―12．7―12．7―12．5―12．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．3―36．3―48．7―1：02．2―1：14．9―1：27．6―1：40．1―1：52．6―2：03．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

マイネルカグラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2021．10．3 中山4着

2019．6．16生 牡3鹿 母 マイネアルデュール 母母 コスモハーティネス 11戦1勝 賞金 7，590，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレアファンタス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4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〕 スペキュレーター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月4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） 1頭 ミユキザストロング号
（非抽選馬） 2頭 スピアヘッド号・モンタナサファイア号



22089 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

56 テンカノギジン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478 ―1：51．1 3．8�
44 シエロエスティーボ 牡2黒鹿54 �島 克駿 �シルクレーシング 小島 茂之 平取 坂東牧場 488 ― 〃 クビ 20．1�
11 コスモチプリア 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：51．31 18．5�
813 ギ ョ ウ ネ ン 牝2栗 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 434 ―1：51．41 9．9�
69 トーセンカタリーナ 牝2栗 54 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 446 ―1：51．61� 18．9	
812 シ ャ ン デ ル 牝2黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 456 ―1：51．7� 25．3

710 スマイリングデイズ 牝2栗 54 津村 明秀�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 458 ― 〃 アタマ 73．6�
33 モズライフセーバー 牡2青鹿54 菅原 明良 �キャピタル・システム 清水 久詞 新冠 樋渡 志尚 470 ―1：52．01� 8．8
711 アパラージタ 牡2黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 414 ―1：52．1� 83．4�
57 ホウオウドラッカー 牡2鹿 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506 ―1：52．31� 3．4�
22 タニセンイメル 牡2栗 54 M．デムーロ染谷 幸雄氏 加藤士津八 新ひだか 前田ファーム 456 ― 〃 アタマ 26．4�
68 レッドマグナス 牡2鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 490 ―1：53．25 6．6�
45 テリオスドン 牡2黒鹿54 松若 風馬鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 米田牧場 478 ― 〃 ハナ 115．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，047，800円 複勝： 53，501，300円 枠連： 15，376，400円
馬連： 59，676，900円 馬単： 26，602，700円 ワイド： 51，205，900円
3連複： 84，064，100円 3連単： 93，918，500円 計： 433，393，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 480円 � 420円 枠 連（4－5） 1，270円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，150円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 45，940円

票 数

単勝票数 計 490478 的中 � 108281（2番人気）
複勝票数 計 535013 的中 � 105794（2番人気）� 24902（8番人気）� 28803（6番人気）
枠連票数 計 153764 的中 （4－5） 9370（5番人気）
馬連票数 計 596769 的中 �� 16042（11番人気）
馬単票数 計 266027 的中 �� 4963（15番人気）
ワイド票数 計 512059 的中 �� 10867（14番人気）�� 11629（13番人気）�� 5638（30番人気）
3連複票数 計 840641 的中 ��� 4960（45番人気）
3連単票数 計 939185 的中 ��� 1482（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．0―38．5―51．5―1：04．8―1：17．4―1：28．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンカノギジン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．2．2生 牡2黒鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22090 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05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
1：20．8
1：20．1

良
良

817 コーパスクリスティ 牡2栗 54 池添 謙一吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440 ―1：23．7 2．5�
510 アルマロクザン 牝2鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 450 ―1：23．91� 39．5�
612 ロコルルハーツ 牡2黒鹿54 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：24．32� 20．9�
714 レ オ ナ イ ン 牡2栗 54 大野 拓弥野田 善己氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 450 ― 〃 クビ 38．5�
23 ダイシンカタナ 牡2鹿 54 田辺 裕信大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448 ―1：24．51� 16．3�
59 � ア ヘ ッ ド 牝2芦 54 �島 克駿前田 葉子氏 中竹 和也 英 North Hills

Co. Ltd 462 ―1：24．61 4．9�
713 キタサンポエム 牝2青鹿54 武士沢友治	大野商事 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 464 ―1：24．7クビ 97．3

611 ボールドトップ 牡2芦 54 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 浦河 笹島 智則 450 ―1：24．8� 144．8�
816� ニトロジャーニー 牡2栗 54 岩田 康誠 TNレーシング 武井 亮 米 WinStar

Farm, LLC 470 ―1：25．01� 5．1�
47 エクトゥシュタール 牡2鹿 54 荻野 極 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 438 ―1：25．21� 68．5�
12 グレンハイウェイ 牝2栗 54 戸崎 圭太G1レーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 464 ―1：25．3クビ 11．7�
818 ブ ー バ ー 牝2栗 54 菅原 明良深澤 朝房氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 410 ― 〃 クビ 21．8�
24 メモリーグラス 牡2黒鹿54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 浜本牧場 436 ―1：25．4� 35．7�
48 ヒュームテソーロ 牡2栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス 伊坂 重信 日高 リョーケンファー
ム株式会社 B464 ― 〃 クビ 85．7�

11 キ ュ ベ リ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人武田 浩典氏 嘉藤 貴行 新ひだか 矢野牧場 420 ―1：25．93 63．1�
35 アスキーアート 牝2黒鹿54 松岡 正海	ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 414 ―1：26．53� 92．5�
715 フレンドローズ 牝2栗 54

51 ▲原 優介横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 原 弘之 452 ―1：28．210 165．4�
（17頭）

36 フォーエバーダイヤ 牝2黒鹿54 津村 明秀青山 洋一氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム 448 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，064，100円 複勝： 45，300，500円 枠連： 19，465，000円
馬連： 57，009，600円 馬単： 24，979，200円 ワイド： 48，879，900円
3連複： 81，889，100円 3連単： 85，203，500円 計： 411，790，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 830円 � 340円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 750円 �� 5，570円

3 連 複 ��� 15，180円 3 連 単 ��� 53，570円

票 数

単勝票数 差引計 490641（返還計 9440） 的中 � 161898（1番人気）
複勝票数 差引計 453005（返還計 11256） 的中 � 119670（1番人気）� 10389（10番人気）� 29133（6番人気）
枠連票数 差引計 194650（返還計 167） 的中 （5－8） 31886（1番人気）
馬連票数 差引計 570096（返還計 26537） 的中 �� 9121（17番人気）
馬単票数 差引計 249792（返還計 10815） 的中 �� 2699（23番人気）
ワイド票数 差引計 488799（返還計 32268） 的中 �� 6690（19番人気）�� 17567（6番人気）�� 2174（51番人気）
3連複票数 差引計 818891（返還計 71066） 的中 ��� 4044（44番人気）
3連単票数 差引計 852035（返還計 69053） 的中 ��� 1153（147番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―12．5―12．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．1―47．6―1：00．3―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．1
3 ・（18，16）（4，14，17）（7，8，12）（2，15，10）（1，9）（11，3）（5，13） 4 ・（18，16）（4，14，17）12（7，8，10）2，9（1，15）（11，3）13，5

勝馬の
紹 介

コーパスクリスティ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．5．4生 牡2栗 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 フォーエバーダイヤ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ボールドトップ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・1番・2番）

ヒュームテソーロ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4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 スピードオブライト号・マーブルマカロン号



22091 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13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
1：09．1
1：08．5

重
重

814 フ エ キ 牝3栗 54 田辺 裕信�和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 514＋ 41：12．0 2．5�
47 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 内田 博幸平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 452＋ 41：12．42� 7．8�
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 436＋ 81：12．5� 37．2�
22 � イエローベリル 牝3鹿 52 石川裕紀人吉田 和美氏 加藤士津八 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

B422－141：13．02� 28．6�
713 フェアリーランド 牝3鹿 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 杵臼牧場 442－ 6 〃 ハナ 52．9�
815 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 三浦 皇成清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 446＋ 81：13．1� 17．4	
611 ピンキーウィンキー 牝3鹿 54 �島 克駿前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B452－ 8 〃 クビ 13．0

35 � 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 B526＋ 81：14．16 5．5�
34 ヒメカミノカゼ 牝3鹿 54 M．デムーロ國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 462± 01：14．2クビ 10．2�
23 アブソルートピッチ 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗松尾 正氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 474＋141：14．41	 34．0
46 グランドルチル 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝田畑 利彦氏 加藤 和宏 新ひだか 片岡 博 518＋ 4 〃 クビ 445．3�
59 ヒードザコール 牝3鹿 54 柴田 大知ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：14．61� 157．4�
58 ク ォ ー ツ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 454＋101：14．8� 247．9�
11 ショウナンタイジュ 牡3青鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 480＋ 21：15．12 7．0�
712 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 424＋ 4 〃 クビ 15．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，202，600円 複勝： 66，795，000円 枠連： 18，484，300円
馬連： 79，183，300円 馬単： 31，621，000円 ワイド： 72，966，300円
3連複： 115，873，700円 3連単： 122，140，100円 計： 554，266，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 220円 � 570円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，130円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 17，540円

票 数

単勝票数 計 472026 的中 � 145402（1番人気）
複勝票数 計 667950 的中 � 162876（1番人気）� 73393（4番人気）� 22145（9番人気）
枠連票数 計 184843 的中 （4－8） 15852（2番人気）
馬連票数 計 791833 的中 �� 64591（2番人気）
馬単票数 計 316210 的中 �� 15998（1番人気）
ワイド票数 計 729663 的中 �� 45597（2番人気）�� 16089（12番人気）�� 7914（30番人気）
3連複票数 計1158737 的中 ��� 15326（20番人気）
3連単票数 計1221401 的中 ��� 5048（39番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―47．3―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 14，3（1，12）（7，11）8（5，4）2，15（10，13）－6－9 4 14（1，3）（7，12，11）8（5，2，4）（10，15）－13，6－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ エ キ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2021．11．21 福島15着

2019．3．29生 牝3栗 母 スパークルレディー 母母 アジュディケーター 8戦1勝 賞金 12，520，000円
〔制裁〕 アブソルートピッチ号の騎手小林脩斗は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 エイシンドゥルガー号・エムアイリーズン号

22092 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

59 トーホウボルツ 牡4黒鹿57 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B472－ 21：53．7 15．5�
34 タイセイマーベル 牡4栗 57 M．デムーロ田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B488＋ 21：53．8� 8．6�
47 ローズピリオド 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 480＋101：53．9� 23．1�
712� エクストラノート �5栗 57

54 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 81：54．0	 275．8�

611 ゴールドブリーズ 牡4鹿 57
55 ◇藤田菜七子居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 494－101：54．1� 11．4	

814 セ ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－141：54．52	 33．4


713 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 B524－ 6 〃 アタマ 4．4�
610 アーレンダール 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498± 01：55．24 1．6�
58 � ヒューミリティ �5栗 57 津村 明秀 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B460＋ 61：55．73 98．5
815� クラウンゼロ 牡4鹿 57 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 512＋ 61：56．23 311．5�
35 ラインメッセージ 牡3鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B496＋ 21：56．41	 33．6�
11 アテンフェアリー 牝6黒鹿55 菊沢 一樹齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 480－ 21：56．72 151．3�
22 トゥルーブルー 牡3黒鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 420－ 41：57．23 272．1�
46 スマートルミエール 牡5鹿 57 荻野 極大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 452－ 21：58．68 210．8�
23 ウエスタンフレチャ 牝3黒鹿 52

49 ▲佐々木大輔西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 414＋ 62：01．2大差 163．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，855，700円 複勝： 92，967，900円 枠連： 15，956，800円
馬連： 67，214，300円 馬単： 38，483，500円 ワイド： 62，165，600円
3連複： 103，393，600円 3連単： 158，695，200円 計： 582，732，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 550円 � 350円 � 830円 枠 連（3－5） 2，480円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 12，860円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，380円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 16，810円 3 連 単 ��� 125，460円

票 数

単勝票数 計 438557 的中 � 22551（5番人気）
複勝票数 計 929679 的中 � 44295（4番人気）� 75453（3番人気）� 27764（6番人気）
枠連票数 計 159568 的中 （3－5） 4983（9番人気）
馬連票数 計 672143 的中 �� 12961（13番人気）
馬単票数 計 384835 的中 �� 2243（31番人気）
ワイド票数 計 621656 的中 �� 15817（12番人気）�� 6547（20番人気）�� 14758（13番人気）
3連複票数 計1033936 的中 ��� 4613（43番人気）
3連単票数 計1586952 的中 ��� 917（249番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．5―13．3―12．6―12．6―13．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．6―49．9―1：02．5―1：15．1―1：28．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーホウボルツ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Holy Bull デビュー 2020．6．27 東京5着

2018．3．22生 牡4黒鹿 母 レディークライスト 母母 ファストルック 16戦2勝 賞金 22，030，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンフレチャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月4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〕 トゥルーブルー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月4日まで平地競走に出走でき

ない。



22093 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第9競走 ��1，400�
い い で

飯 豊 特 別
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

712 レディバランタイン 牝3鹿 53 菅原 明良丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：21．0 4．6�
11 ティーガーデン 牡3黒鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：21．31� 6．4�
22 アンジュミニョン 牝6鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466＋ 21：21．4クビ 10．5�
814 エコロデイジー 牝4鹿 55 石橋 脩原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 478－ 8 〃 クビ 22．7�
813 サ ル ビ ア 牝4栗 55 M．デムーロ岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 41：21．5クビ 3．6	
57 カフェサンドリヨン 牝5芦 55 戸崎 圭太西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 510＋ 2 〃 クビ 6．1

45 アンセーニュ 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 416± 0 〃 クビ 21．4�
46 タケルラスティ 牡5栗 57 吉田 豊森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 6 〃 ハナ 25．1�
69 カイザーノヴァ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 鈴木慎太郎 新ひだか 木村 秀則 454－ 61：22．02� 102．2
34 コーディアル 牝4青鹿55 �島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 10．3�
58 アップリバー 牝4青鹿55 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 19．3�
711 ソ ス ピ タ 牝5芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 452＋101：22．1クビ 69．5�
610 トーカイキング 牡4栗 57 荻野 極田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 466＋ 2 〃 クビ 23．6�
33 エレガンテレイナ 牝5鹿 55 松若 風馬 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 440－ 21：22．3� 133．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，736，500円 複勝： 86，074，200円 枠連： 20，841，800円
馬連： 112，609，700円 馬単： 40，875，800円 ワイド： 92，467，400円
3連複： 168，288，100円 3連単： 168，875，000円 計： 746，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 240円 � 330円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，040円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 25，510円

票 数

単勝票数 計 567365 的中 � 97931（2番人気）
複勝票数 計 860742 的中 � 130419（2番人気）� 91658（4番人気）� 61438（5番人気）
枠連票数 計 208418 的中 （1－7） 10078（6番人気）
馬連票数 計1126097 的中 �� 49194（5番人気）
馬単票数 計 408758 的中 �� 8580（11番人気）
ワイド票数 計 924674 的中 �� 30893（6番人気）�� 22774（10番人気）�� 19810（12番人気）
3連複票数 計1682881 的中 ��� 22261（16番人気）
3連単票数 計1688750 的中 ��� 4799（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．8―33．7―45．6―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディバランタイン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Darshaan デビュー 2021．7．25 新潟1着

2019．3．29生 牝3鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 7戦3勝 賞金 34，488，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。

22094 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走15時10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 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

610 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 菅原 明良田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B540＋ 41：51．9 22．4�
814 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 454＋ 61：52．0クビ 33．0�
35 キープイットシンポ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 474＋ 21：52．53 21．9�

58 ミッションレール 牡4鹿 57 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 486± 01：52．6	 71．6�
59 カンピオーネ 牡3鹿 54 石橋 脩�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 518＋ 4 〃 クビ 5．3�
47 ユースフルラヴ 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム B444＋12 〃 ハナ 64．1	
11 
 ジャスパーグレイト 牡3芦 54 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 476＋ 81：52．8� 1．7

815 ヤマニンバンタジオ �8栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 546－ 21：52．9� 100．1�
712 サハラヴァンクール 牡4鹿 57 荻野 極首藤 徳氏 和田 勇介 新冠 シンユウフアーム 480－ 41：53．0� 15．2�
23 カンリンポチェ 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B532＋101：53．1クビ 9．9
611 レッドレビン �5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 小林 真也 浦河 富田牧場 504＋161：53．52	 93．2�
46 ダノンハイファイブ 牡4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：53．71� 13．3�
22 ゴールドフレーム �6栗 57 池添 謙一外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484± 01：54．23 35．2�
713 モ サ 牡6鹿 57 戸崎 圭太岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 510＋121：54．73 52．9�
34  ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 81：54．91	 40．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 69，565，800円 複勝： 99，635，100円 枠連： 30，192，200円
馬連： 140，421，900円 馬単： 66，535，500円 ワイド： 116，125，600円
3連複： 223，212，400円 3連単： 299，645，100円 計： 1，045，333，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 690円 � 820円 � 600円 枠 連（6－8） 9，000円

馬 連 �� 18，730円 馬 単 �� 52，630円

ワ イ ド �� 5，130円 �� 4，620円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 105，880円 3 連 単 ��� 642，720円

票 数

単勝票数 計 695658 的中 � 24840（7番人気）
複勝票数 計 996351 的中 � 37953（7番人気）� 31535（8番人気）� 44642（6番人気）
枠連票数 計 301922 的中 （6－8） 2597（25番人気）
馬連票数 計1404219 的中 �� 5809（39番人気）
馬単票数 計 665355 的中 �� 948（87番人気）
ワイド票数 計1161256 的中 �� 5847（47番人気）�� 6500（39番人気）�� 5137（51番人気）
3連複票数 計2232124 的中 ��� 1581（187番人気）
3連単票数 計2996451 的中 ��� 338（960番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―13．1―12．4―12．3―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．5―1：01．9―1：14．2―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
9，10（3，8）14，1，5（4，7）6，13（11，12）－（2，15）・（9，10）8（3，14）（1，5）（4，7）（6，12）（11，15，13）2

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

勝馬の
紹 介

タイセイスラッガー �
�
父 タイセイレジェンド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．28 東京2着

2018．3．9生 牡4鹿 母 ベネフィット 母母 ルークラティブ 16戦3勝 賞金 52，348，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アヴァニイ号・ロジカルガール号
（非抽選馬） 1頭 クリノナイスガイ号

２レース目



22095 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第58回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

36 カ ラ テ 牡6黒鹿57．5 菅原 明良小田切 光氏 辻野 泰之 新冠 中地 康弘 532－ 81：58．9 22．0�
817 ユーキャンスマイル 牡7鹿 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－ 41：59．21� 21．7�
818 フェーングロッテン 牡3鹿 53 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B472＋ 61：59．3� 7．5�
612 フォワードアゲン �5黒鹿53 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 426＋ 21：59．4� 79．7�
35 ヒートオンビート 牡5鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 480＋ 41：59．5	 3．9	
611 プリマヴィスタ 牡5栗 53 松岡 正海加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：59．6クビ 70．3

47 ゴールドスミス �8黒鹿53 吉田 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536＋161：59．7� 30．0�
24 サンレイポケット 牡7黒鹿57．5 
島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 B480＋ 61：59．8クビ 7．0�
713 カナリキケン 牝4栗 49 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 504＋ 42：00．01� 126．0
12 プレシャスブルー 牡8鹿 55 M．デムーロ石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 B438＋ 4 〃 	 47．5�
715 スカーフェイス 牡6鹿 55 岩田 康誠伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464＋ 62：00．1クビ 9．6�
11 イクスプロージョン 牡4鹿 56 三浦 皇成近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B484＋10 〃 ハナ 14．0�
48 ディアマンミノル 牡5栗 55 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 468－ 22：00．2	 12．3�
59 エ ヒ ト 牡5鹿 57 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 462－ 2 〃 クビ 8．2�
510 ココロノトウダイ 牡5鹿 55 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530＋ 6 〃 クビ 49．4�
23 レッドジェネシス 牡4鹿 56．5 内田 博幸 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B504＋ 42：00．4� 63．0�
714 コトブキテティス 牝5黒鹿51 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 444＋ 4 〃 ハナ 117．1�
816 カイザーバローズ 牡4青鹿55 津村 明秀猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 462＋182：01．46 8．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 315，266，000円 複勝： 425，726，600円 枠連： 179，912，000円 馬連： 940，419，800円 馬単： 300，265，100円
ワイド： 719，309，700円 3連複： 1，926，027，500円 3連単： 2，095，086，100円 5重勝： 607，967，600円 計： 7，509，980，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 680円 � 660円 � 360円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 28，250円 馬 単 �� 57，930円

ワ イ ド �� 7，430円 �� 4，520円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 91，350円 3 連 単 ��� 709，120円

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

キャリーオーバー なし����� 42，557，730円

票 数

単勝票数 計3152660 的中 � 114221（10番人気）
複勝票数 計4257266 的中 � 158243（10番人気）� 163362（9番人気）� 338323（6番人気）
枠連票数 計1799120 的中 （3－8） 238315（1番人気）
馬連票数 計9404198 的中 �� 25797（63番人気）
馬単票数 計3002651 的中 �� 3887（137番人気）
ワイド票数 計7193097 的中 �� 24839（61番人気）�� 41119（45番人気）�� 48333（44番人気）
3連複票数 計19260275 的中 ��� 15813（218番人気）
3連単票数 計20950861 的中 ��� 2142（1511番人気）
5重勝票数 計6079676 的中 ����� 10

ハロンタイム 13．1―11．4―12．1―11．7―12．2―12．5―12．1―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．5―36．6―48．3―1：00．5―1：13．0―1：25．1―1：36．3―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．8
3 16－7，18（5，1，10）（3，6，12）（9，14）（4，15）（13，8）11，17，2 4 16，7，18（5，1）10（6，12）（3，9，14）（4，15，8）（11，13）（2，17）

勝馬の
紹 介

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡6黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 32戦7勝 賞金 214，747，000円
※カナリキケン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22096 9月4日 晴 良 （4新潟3） 第8日 第12競走 1，000�
ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳55�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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 ボンクラージュ 牝3黒鹿53 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 432－ 2 55．1 6．0�
817 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 444＋ 2 55．2� 14．5�
715� リ ュ ッ カ 牝5鹿 55 菅原 明良星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 420＋ 2 55．3� 13．5�
818 バイシクルキック 牡4鹿 57 大野 拓弥�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 464± 0 55．4� 7．1�
35 オリアメンディ 牝4鹿 55 内田 博幸�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476± 0 55．61� 38．6	
714 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± 0 〃 クビ 11．8

611 ローズブルーム 牝3栗 53 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 B442－ 4 55．71 7．0�
59 マ ロ リ ン 牝6鹿 55 木幡 初也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム B486＋14 56．01� 130．9�
23 セ ル レ ア 牝5鹿 55 江田 照男�パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B452－ 4 〃 ハナ 160．6
12 プロトサマニ 牝4芦 55 松岡 正海福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 506－ 4 56．1� 129．7�
816� フタミジョウワ 牝3鹿 53 野中悠太郎秦 千織氏 根本 康広 新冠 協和牧場 450－ 2 56．2クビ 10．7�
11 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± 0 56．3� 76．2�
510 ア リ ビ オ 牝3鹿 53 石川裕紀人本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 430± 0 56．41 17．3�
24 � モメチョッタ 牝6黒鹿55 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 462＋ 2 56．5� 281．3�
36 ホーキーポーキー 牝4栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B464＋ 8 56．6クビ 119．5�
713� ダイシンユノ 牝5黒鹿55 菊沢 一樹大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 432＋ 2 〃 クビ 24．9�
48 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 464－ 2 56．91� 11．7�
47 ロサロッサーナ 牝3鹿 53 永野 猛蔵八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B494＋ 2 58．17 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 139，594，200円 複勝： 162，010，900円 枠連： 97，394，200円
馬連： 258，168，300円 馬単： 94，077，700円 ワイド： 218，590，600円
3連複： 484，497，100円 3連単： 481，445，700円 計： 1，935，778，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 450円 � 500円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，730円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，690円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 13，710円 3 連 単 ��� 65，310円

票 数

単勝票数 計1395942 的中 � 183452（2番人気）
複勝票数 計1620109 的中 � 200810（2番人気）� 88417（8番人気）� 79087（10番人気）
枠連票数 計 973942 的中 （6－8） 132457（1番人気）
馬連票数 計2581683 的中 �� 42025（20番人気）
馬単票数 計 940777 的中 �� 8077（32番人気）
ワイド票数 計2185906 的中 �� 38164（14番人気）�� 33253（22番人気）�� 36855（16番人気）
3連複票数 計4844971 的中 ��� 26488（50番人気）
3連単票数 計4814457 的中 ��� 5344（205番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．8―43．5

上り4F43．2－3F32．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボンクラージュ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．8．1 新潟1着

2019．3．18生 牝3黒鹿 母 レアファインド 母母 ネットオークション 9戦2勝 賞金 18，127，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンセットオーラ号

５レース目



（4新潟3）第8日 9月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 189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

250，560，000円
30，990，000円
2，460，000円
32，470，000円
85，596，000円
5，503，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
946，313，200円
1，301，495，300円
456，015，100円
1，986，059，100円
738，413，600円
1，641，476，500円
3，602，813，100円
3，931，548，100円
607，967，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，212，101，600円

総入場人員 12，447名 （有料入場人員 11，563名）



令和4年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，417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

1，771，660，000円
32，320，000円
213，650，000円
12，410，000円
224，470，000円
627，247，000円
43，710，500円
13，603，200円

勝馬投票券売得金
6，126，800，800円
8，188，722，400円
2，426，250，700円
11，458，068，300円
4，671，991，200円
9，389，475，900円
18，882，355，000円
22，094，889，400円
1，841，273，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 85，079，827，200円

総入場延人員 68，629名 （有料入場延人員 63，494名）
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