
20001 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走10時10分 （芝・直線）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
55．0
55．0

良
良

59 ピュアエール 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 440－10 55．8 9．7�
36 ウキウキホリデー 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 462－ 8 56．11� 75．6�
713 ギョベクリテペ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ミルファーム 深山 雅史 浦河 栄進牧場 392＋ 2 〃 クビ 2．2�
48 アッシュグレー 牝2芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 436－10 56．52� 14．8�
12 キュムロンニンバス 牡2鹿 54

52 △菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 464－ 8 〃 クビ 39．6�
24 テ セ ウ ス 牡2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 424＋ 4 56．6� 23．1	
816 ビーマイベイビー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 434＋ 4 57．23� 3．9

35 ベアフューチャー 牡2鹿 54

51 ▲小林 脩斗熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 464－ 6 57．41� 14．8�
714 イッツアメモリー 牝2黒鹿54 長岡 禎仁�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 418－ 2 〃 ハナ 85．9�
47 ミルサクセサー 牡2芦 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド B424－ 6 〃 ハナ 83．7
612 ビヨンドザシーン 牡2黒鹿54 城戸 義政�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 450± 0 57．5� 109．4�
23 ハ ル ハ ル 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 392－ 6 57．6� 31．3�
611 レゾンデートル 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 418－ 6 57．81� 13．9�
815 アンジェリケ 牝2栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 藤本ファーム 402＋ 2 58．01� 75．9�
510 ヤ ク モ 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460± 0 58．95 102．8�
11 ホットスポット 牝2鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 426－12 59．21� 192．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，029，800円 複勝： 56，805，100円 枠連： 18，129，800円
馬連： 78，465，000円 馬単： 39，158，200円 ワイド： 68，407，600円
3連複： 144，022，600円 3連単： 147，814，400円 計： 602，832，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 250円 � 1，420円 � 130円 枠 連（3－5） 5，320円

馬 連 �� 21，410円 馬 単 �� 45，670円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 550円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 29，880円 3 連 単 ��� 281，270円

票 数

単勝票数 計 500298 的中 � 43305（3番人気）
複勝票数 計 568051 的中 � 50566（3番人気）� 6692（13番人気）� 172688（1番人気）
枠連票数 計 181298 的中 （3－5） 2637（19番人気）
馬連票数 計 784650 的中 �� 2840（48番人気）
馬単票数 計 391582 的中 �� 643（95番人気）
ワイド票数 計 684076 的中 �� 3676（44番人気）�� 34585（3番人気）�� 3646（45番人気）
3連複票数 計1440226 的中 ��� 3615（77番人気）
3連単票数 計1478144 的中 ��� 381（589番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．7―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―33．7―44．3

上り4F43．6－3F32．8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピュアエール �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 オ ー ス デビュー 2020．6．21 函館12着

2018．5．31生 牝2芦 母 ピュアドリーム 母母 マツクスフリート 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ミルサクセサー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ギョベクリテペ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤクモ号・ホットスポット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25日まで

平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ギョベクリテペ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年8月25日まで出走できない。

20002 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時40分 （芝・左・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：44．5

良
良

56 ワンダフルタウン 牡2鹿 54 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：46．5レコード 1．4�
812� ヴォワドアンジェ 牝2黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 456± 01：47．88 26．1�
45 � コスモカルティエ 牡2栗 54 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 452＋ 41：48．01 5．4�
711 コスモオニアシゲ 牡2芦 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：48．1� 114．3�
57 トーホウエンジェル 牝2栗 54 松山 弘平東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 470± 01：48．31 13．4	
22 ル ク ク 牡2鹿 54 松若 風馬江馬 由将氏 杉山 晴紀 日高 門別山際牧場 424＋ 2 〃 アタマ 68．0

813 ウインブランカ 牝2芦 54 川須 栄彦�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 438＋ 6 〃 アタマ 7．2�
33 メイショウミツヤス 牡2鹿 54 柴田 善臣松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 476－101：49．15 30．9
11 ジ ョ ッ ト 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：49．52	 86．5�
69 トウカイクラルテ 牡2鹿 54 原田 和真内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 460－101：49．92	 117．5�
68 ヒューリット 牝2栗 54

52 △菅原 明良 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 476－ 61：50．0	 42．5�
710 ト ラ ハ ト 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 450－ 81：50．95 103．4�
44 ドンシーゲル 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 安平 
橋本牧場 484－ 41：53．3大差 161．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 51，569，800円 複勝： 163，703，200円 枠連： 13，319，500円
馬連： 63，010，100円 馬単： 43，635，700円 ワイド： 58，173，500円
3連複： 101，592，300円 3連単： 179，663，300円 計： 674，667，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 260円 � 130円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 430円 �� 170円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 515698 的中 � 275399（1番人気）
複勝票数 計1637032 的中 � 1240287（1番人気）� 35428（5番人気）� 111582（2番人気）
枠連票数 計 133195 的中 （5－8） 41109（1番人気）
馬連票数 計 630101 的中 �� 39894（4番人気）
馬単票数 計 436357 的中 �� 21546（6番人気）
ワイド票数 計 581735 的中 �� 30370（5番人気）�� 114858（1番人気）�� 15085（9番人気）
3連複票数 計1015923 的中 ��� 59787（4番人気）
3連単票数 計1796633 的中 ��� 26040（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．0―47．4―59．9―1：12．2―1：23．7―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルタウン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．28 阪神2着

2018．1．31生 牡2鹿 母 シーオブラブ 母母 バ ラ ン セ ラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 ヴォワドアンジェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヴォワドアンジェ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 トラハト号・ドンシーゲル号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第２回 新潟競馬 第１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



20003 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時10分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

46 � プレシャスガール 牝3黒鹿 54
53 ☆斎藤 新 �京都ホースレーシング 藤岡 健一 米 Gilgai Farm 472＋ 21：11．3 13．0�

35 ショシカンテツ 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 498－ 61：11．72� 41．4�

815 ピュアプリンセス 牝3栗 54
53 ☆木幡 育也田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 466－ 41：11．91 6．1�

47 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿 54
53 ☆岩田 望来�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 442± 01：12．0� 5．2�
22 プレパレンセ 牝3鹿 54 幸 英明 	社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 458＋181：12．21	 13．9

712 ラッシュワン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 茂子氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋10 〃 クビ 11．2�
11 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 川田 将雅藤田 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 452＋ 21：12．41	 3．3�
713 アイアンメイデン 牝3鹿 54 戸崎 圭太田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：12．5� 18．5
23 エアマルソー 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 クビ 14．9�
611 デ ロ リ ス 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真栗山 学氏 
島 一歩 新ひだか U・M・A 424± 01：12．6クビ 19．3�
58 ショウナンマトイ 牡3黒鹿56 石橋 脩	湘南 稲垣 幸雄 新冠 アラキフアーム 482＋ 21：12．7� 10．4�
814 シゲルテンノウセイ 牡3黒鹿56 西田雄一郎森中 蕃氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 480＋141：13．87 37．3�
59 フレンチバローズ 牡3栗 56 酒井 学猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 牧場 526＋ 61：14．22 39．1�
34 � ナローエース 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希北尾 龍典氏 森 秀行 米
Rookie Thoroughbred
Racing Stable Inc. & The
Brigade Stable Ltd.

546 ―1：16．8大差 90．8�
610 カシノレボルシオン 牡3鹿 56 藤懸 貴志柏木 務氏 谷 潔 新冠 村田牧場 480－18 〃 クビ 184．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，482，800円 複勝： 79，086，000円 枠連： 18，059，200円
馬連： 84，750，000円 馬単： 36，172，400円 ワイド： 78，255，500円
3連複： 136，434，000円 3連単： 125，201，700円 計： 607，441，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 500円 � 1，050円 � 200円 枠 連（3－4） 7，150円

馬 連 �� 17，550円 馬 単 �� 32，330円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 1，630円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 44，520円 3 連 単 ��� 305，620円

票 数

単勝票数 計 494828 的中 � 30256（6番人気）
複勝票数 計 790860 的中 � 38433（8番人気）� 16720（13番人気）� 126697（3番人気）
枠連票数 計 180592 的中 （3－4） 1956（24番人気）
馬連票数 計 847500 的中 �� 3741（58番人気）
馬単票数 計 361724 的中 �� 839（109番人気）
ワイド票数 計 782555 的中 �� 3783（60番人気）�� 12638（20番人気）�� 5719（44番人気）
3連複票数 計1364340 的中 ��� 2298（161番人気）
3連単票数 計1252017 的中 ��� 297（1001番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．1―11．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プレシャスガール �
�
父 Speightstown �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2020．2．8 東京2着

2017．3．2生 牝3黒鹿 母 Pressurizing 母母 Vertigineux 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナローエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25日まで平地競走

に出走できない。
カシノレボルシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クイーンオラトリオ号・メイショウカリスマ号・ラヴアンドヨウコ号・ロイヤルパープル号

20004 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時40分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610 ベルダーイメル 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 452± 01：52．2 8．6�

712 スズカゴウケツ 牡3鹿 56
54 △菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 41：53．37 10．0�

34 ルドンカズマ 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492＋ 41：53．51� 4．9�
611 ナムラダヴィンチ 牡3青 56 幸 英明奈村 信重氏 大根田裕之 日高 若林 順一 438＋ 61：53．6� 30．3�
35 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 450－ 41：53．7クビ 16．1�
713 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 三浦 皇成大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 456± 0 〃 クビ 6．2�
815 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 422± 01：53．8	 12．2	
47 
 オーシャンアイ 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 義忠 米 Jean Etienne

Dubios 504＋181：54．22	 12．4

58 テントゥワン �3芦 56 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 浦河 田中スタッド B462－181：54．3クビ 93．6�
59 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B484－ 41：55．15 19．3�
22 ケープオブストーム 牡3鹿 56 西村 淳也 キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：55．95 56．8�
11 ミッキーウィン 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新野田みづき氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472＋101：56．22 3．1�
46 ヴェルシャール �3青鹿 56

55 ☆岩田 望来サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 580＋121：56．94 100．9�

814 ラインサラマンダー 牡3栗 56 西田雄一郎大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 バンブー牧場 450－ 61：57．75 196．1�
23 ルティナアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大�アスール 石毛 善彦 新ひだか 石川 栄一 400± 02：00．9大差 162．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，414，700円 複勝： 76，852，500円 枠連： 17，444，200円
馬連： 84，060，000円 馬単： 35，536，900円 ワイド： 79，504，600円
3連複： 131，387，200円 3連単： 129，890，400円 計： 605，090，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 350円 � 290円 � 180円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，010円 �� 900円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 42，260円

票 数

単勝票数 計 504147 的中 � 46589（4番人気）
複勝票数 計 768525 的中 � 49638（7番人気）� 64059（5番人気）� 136320（2番人気）
枠連票数 計 174442 的中 （6－7） 9478（4番人気）
馬連票数 計 840600 的中 �� 11290（22番人気）
馬単票数 計 355369 的中 �� 2591（44番人気）
ワイド票数 計 795046 的中 �� 8018（35番人気）�� 20403（14番人気）�� 23268（7番人気）
3連複票数 計1313872 的中 ��� 9196（42番人気）
3連単票数 計1298904 的中 ��� 2228（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．6―49．9―1：02．4―1：14．4―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルダーイメル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．10．6 京都4着

2017．3．9生 牡3鹿 母 ル リ ニ ガ ナ 母母 ダムドコンパニー 6戦1勝 賞金 6，970，000円
〔制裁〕 ココリミネルヴァ号の騎手北村宏司は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインサラマンダー号・ルティナアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

8月25日まで平地競走に出走できない。



20005 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時30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
1：33．4
1：32．3

良
良

715� リ フ レ イ ム 牝2芦 54 木幡 巧也山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind
Equine LLC 490 ―1：34．8 11．7�

817 ギャリエノワール 牡2青鹿54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 488 ―1：34．9� 5．1�
818 スターリーアイズ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 454 ―1：35．0� 87．8�
36 ジ ャ ッ カ ル 牡2青鹿54 幸 英明平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 492 ―1：35．42� 50．4�
612 レッドフランカー 牡2黒鹿54 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．5	 33．0	
714 ノースザワールド 牡2青鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462 ―1：35．6� 2．3

47 ショウナンアイビー 牡2鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 498 ―1：35．81
 48．0�
713 マジェスティロゼ 牝2栗 54 田辺 裕信芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：35．9� 32．1�
816 ラインプリンス 牡2鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：36．11
 28．2
35 サンズオブタイム 牡2黒鹿54 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：36．41	 42．2�
48 グランメテオール 牡2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 18．1�
24 エイカイファントム 牡2青 54

53 ☆岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 506 ―1：36．61 15．6�
611 エコロペガサス 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 日高 坂 牧場 422 ―1：36．81� 73．4�
510 ブルガリアンローズ 牝2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 440 ―1：37．86 200．2�
23 ダノンランディ 牡2黒鹿54 和田 竜二�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 470 ―1：38．11	 9．6�
59 バ ラ キ エ ル 牡2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462 ―1：38．84 19．1�
11 ノーブルウィング 牝2黒鹿54 吉田 豊吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 新ひだか 坂本 智広 438 ―1：38．9� 197．9�
12 セイカトサイナリ 牝2栗 54 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 452 ―1：41．3大差 235．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 79，611，200円 複勝： 85，972，700円 枠連： 24，958，500円
馬連： 91，148，300円 馬単： 42，487，300円 ワイド： 85，355，100円
3連複： 143，981，900円 3連単： 133，366，300円 計： 686，881，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 320円 � 200円 � 1，590円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 10，350円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 51，200円 3 連 単 ��� 303，100円

票 数

単勝票数 計 796112 的中 � 56962（4番人気）
複勝票数 計 859727 的中 � 68779（4番人気）� 138114（2番人気）� 11258（15番人気）
枠連票数 計 249585 的中 （7－8） 46827（1番人気）
馬連票数 計 911483 的中 �� 21447（10番人気）
馬単票数 計 424873 的中 �� 4445（22番人気）
ワイド票数 計 853551 的中 �� 16929（10番人気）�� 2081（90番人気）�� 6337（39番人気）
3連複票数 計1439819 的中 ��� 2109（161番人気）
3連単票数 計1333663 的中 ��� 319（826番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．1―48．6―1：00．5―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ フ レ イ ム �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Tapit 初出走

2018．2．18生 牝2芦 母 Careless Jewel 母母 Sweet and Careless 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 リフレイム号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカトサイナリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25日まで平地競

走に出走できない。

20006 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時00分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

11 ラストリージョ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 456 ―1：12．3 30．2�

23 サトノアポロン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470 ―1：12．62 6．3�
22 イルデレーヴ 牡2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478 ―1：12．7� 5．1�
47 ド ロ ー ム 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 452 ― 〃 ハナ 51．2�
59 マリノエンブレム 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 育也矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 444 ―1：13．44 16．0	
34 マイコレット 牝2芦 54 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 480 ―1：13．5� 76．1

712 チャペルレーン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 460 ―1：13．6� 8．8�
815 ビ ー ア ッ プ 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：13．81	 6．4�
610 ラ ウ ン シ ー 牝2黒鹿54 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434 ―1：14．22� 70．1
58 コ ウ バ コ 牝2栗 54 藤懸 貴志�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 474 ― 〃 ハナ 2．9�
46 ヴェルメリオ 牝2鹿 54 松山 弘平今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 430 ―1：14．94 16．8�
611 サンウッドランド 牝2黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか レースホース牧場 436 ―1：15．75 186．5�
35 ミスジョーダン 牝2栗 54 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 464 ―1：16．33� 160．4�
814 コトブキアリエス 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 420 ―1：16．4� 69．3�
713 マインヒーロー 牡2鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 446 ―1：17．78 137．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，734，700円 複勝： 62，681，200円 枠連： 17，788，700円
馬連： 76，223，000円 馬単： 34，696，000円 ワイド： 65，746，000円
3連複： 108，245，900円 3連単： 116，640，400円 計： 544，755，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 580円 � 230円 � 200円 枠 連（1－2） 3，440円

馬 連 �� 7，630円 馬 単 �� 20，210円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 2，030円 �� 570円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 77，510円

票 数

単勝票数 計 627347 的中 � 17589（8番人気）
複勝票数 計 626812 的中 � 23064（8番人気）� 73548（4番人気）� 92216（3番人気）
枠連票数 計 177887 的中 （1－2） 3998（13番人気）
馬連票数 計 762230 的中 �� 7740（23番人気）
馬単票数 計 346960 的中 �� 1287（56番人気）
ワイド票数 計 657460 的中 �� 7706（24番人気）�� 8046（23番人気）�� 31884（4番人気）
3連複票数 計1082459 的中 ��� 8966（33番人気）
3連単票数 計1166404 的中 ��� 1091（251番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストリージョ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤマックス 初出走

2018．3．27生 牝2鹿 母 コスモマクスウェル 母母 ニューシャグラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインヒーロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25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 アイノファンタジー号・バイス号・リンクスエルピス号



20007 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時30分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 カイザーライン 牡3黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508－ 21：45．9 2．9�
510 ブラインドデート 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 466± 0 〃 クビ 21．2�
23 フェルマーテ 牝3青鹿54 吉田 豊�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 486＋10 〃 ハナ 41．2�
612 レッドラトゥール �3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 468＋ 81：46．75 7．8�
48 リライトザスターズ 牝3芦 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 492＋ 61：46．91� 4．6	
35 スリーコーズクライ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 456＋181：47．11� 17．5

59 ウインジョイフル 牡3青鹿56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 494＋ 81：47．63 9．4�
12 ビオロンスコッツ 牡3青鹿 56

54 △菅原 明良熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B456－ 41：47．7� 176．8�
36 ジ ェ ッ タ ー 牝3栗 54 長岡 禎仁鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 416－ 81：48．01� 226．9
817 キリシマダイオウ 牡3栗 56 菅原 隆一西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 464± 01：48．21� 97．6�
713 バッハスピリッツ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹小川 敏夫氏 小桧山 悟 清水 小野瀬 竜馬 424－ 81：48．41 194．6�
611 メイショウサスライ 牡3黒鹿56 	島 克駿松本 和子氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 476－ 41：48．5� 213．5�
715 プラットフォーマー 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 456＋121：48．71� 7．2�
816 ペイシャティフォン 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 拓樹 460－ 41：49．01� 197．1�
714 ガ マ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 464－ 4 〃 アタマ 107．2�
11 ディープブルーム 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 482＋ 61：49．53 49．9�
24 バトルオブアルマダ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510 ―1：49．92� 7．8�
818 サンマルサクセス 牡3青鹿56 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 508＋ 81：56．1大差 193．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，340，000円 複勝： 77，625，400円 枠連： 18，842，000円
馬連： 89，257，000円 馬単： 37，712，200円 ワイド： 76，688，200円
3連複： 132，991，400円 3連単： 141，209，300円 計： 629，665，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 560円 � 800円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，120円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 28，630円 3 連 単 ��� 110，550円

票 数

単勝票数 計 553400 的中 � 149918（1番人気）
複勝票数 計 776254 的中 � 176707（1番人気）� 29942（8番人気）� 20277（9番人気）
枠連票数 計 188420 的中 （4－5） 24028（1番人気）
馬連票数 計 892570 的中 �� 21629（15番人気）
馬単票数 計 377122 的中 �� 5377（21番人気）
ワイド票数 計 766882 的中 �� 17423（15番人気）�� 9292（24番人気）�� 3468（41番人気）
3連複票数 計1329914 的中 ��� 3483（75番人気）
3連単票数 計1412093 的中 ��� 926（318番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―34．2―46．5―59．2―1：11．7―1：23．2―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーライン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．11．9 京都7着

2017．1．19生 牡3黒鹿 母 アヴェンチュラ 母母 アドマイヤサンデー 4戦1勝 賞金 6，640，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルサクセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月25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〕 メイショウサスライ号・ペイシャティフォン号・ガマン号・ディープブルーム号は，「3走成績による出走制

限」のため，令和2年9月25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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ステラータ号・メイショウウナサカ号
（非抽選馬）10頭 アルソリート号・ウェイヴァリー号・スーザフォン号・ハイランドヴィラ号・ボンヌシャンス号・

マテンロウヴァモス号・メイケイカガヤキ号・ヨドノドリーム号・ラヴイズブルー号・ララロトリー号

20008 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

712 フレイムウィングス 牡3青鹿54 西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 61：51．8 3．5�

11 タガノカリュウド 牡3黒鹿54 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 512± 0 〃 クビ 6．3�

46 トゥルブレンシア 牡3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 460－ 21：52．01� 7．4�
814 タガノウィリアム 牡3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 41：52．63� 2．7�
47 ザプラウドワンズ 	4鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 492－ 81：53．13 36．9�
22 ノストラダムス 牡5鹿 57 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500＋121：53．2� 10．3�
713 アドマイヤヒビキ 牡5黒鹿57 木幡 巧也近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 566＋ 41：53．52 61．0	
58 
 ココリモアナ 牝5鹿 55 丸山 元気美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 462＋ 81：53．81� 61．5

35 
 パープルヒビキ 牡5栗 57 �島 良太中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 528－171：54．01� 101．8�
34 ユキノヴェルデ 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 514＋ 61：54．42 106．6�
611 ユ メ ノ サ キ 	5栗 57 三浦 皇成山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B522－101：54．5� 27．6
610
 ナスノコウラン 牡4鹿 57 石橋 脩�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B516＋201：54．92� 36．8�
59 
 ノボリターン 牡4黒鹿57 江田 照男�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 462－ 61：56．510 112．1�
23  サウスブルーグラス 	4黒鹿57 内田 博幸越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm 452－161：56．71� 46．6�
815 アイスブラスト 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500＋ 21：57．33� 18．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，681，400円 複勝： 86，336，300円 枠連： 18，464，900円
馬連： 105，296，300円 馬単： 46，851，600円 ワイド： 86，749，300円
3連複： 159，461，300円 3連単： 187，380，200円 計： 747，221，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 200円 � 220円 枠 連（1－7） 1，500円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 520円 �� 540円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 14，110円

票 数

単勝票数 計 566814 的中 � 127238（2番人気）
複勝票数 計 863363 的中 � 158638（2番人気）� 107196（3番人気）� 93057（4番人気）
枠連票数 計 184649 的中 （1－7） 9521（6番人気）
馬連票数 計1052963 的中 �� 55709（4番人気）
馬単票数 計 468516 的中 �� 13098（7番人気）
ワイド票数 計 867493 的中 �� 43271（4番人気）�� 41837（5番人気）�� 27573（7番人気）
3連複票数 計1594613 的中 ��� 38667（6番人気）
3連単票数 計1873802 的中 ��� 9627（33番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．2―13．0―12．6―12．6―13．1―12．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．5―48．5―1：01．1―1：13．7―1：26．8―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレイムウィングス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2019．7．20 中京8着

2017．3．18生 牡3青鹿 母 レッドフェザー 母母 チャリティークエスト 6戦2勝 賞金 18，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイスブラスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キングスバーンズ号・ジーマックス号・ネルソンタッチ号・パイプライナー号・マイネルクライマー号・

ロジカルガール号



20009 7月25日 曇 良 （2新潟2） 第1日 第9競走 ��
��2，400�

つばめ

燕 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

24 エンデュミオン 牡3黒鹿54 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 444－ 22：24．6 4．3�
713 メ ラ ー キ 牡3青鹿54 川田 将雅大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 62：25．23� 9．7�
12 クリノオウジャ 牡4鹿 57 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B442＋ 22：25．41	 4．0�
47 カイザースクルーン 
4芦 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 8 〃 クビ 12．2�
714 ブルースカイハーツ 牡6黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 460＋ 42：25．61 26．3	
11 シャイニングデイズ 牡4鹿 57 三浦 皇成杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B474－ 62：25．7� 53．5

510 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 57 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494－ 22：25．8� 9．8�
815 マコトジュズマル 牡4栗 57 石橋 脩�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 502＋222：26．01	 67．8�
35 ディオーネプリンス 牡4鹿 57 熊沢 重文齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 462± 02：26．1クビ 108．5
59  マートルフィールド 牡3栗 54 幸 英明ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

464± 02：26．2� 18．8�
612� スターオブジーン 牡4鹿 57 三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 370－ 6 〃 クビ 175．5�
48 タイセイモンストル 牡3鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472＋ 42：26．51� 5．8�
23 ダノンアポロン 牡5鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 492－ 82：26．6� 12．6�
611 ル カ 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 480－ 22：26．8� 17．6�
36 ケイティミラクル 牡3黒鹿54 柴田 善臣瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 494－ 22：27．33 29．2�
816 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B504＋ 4 〃 ハナ 127．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，805，400円 複勝： 100，460，500円 枠連： 26，057，200円
馬連： 140，202，600円 馬単： 47，186，500円 ワイド： 112，265，300円
3連複： 224，216，700円 3連単： 205，598，600円 計： 913，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 270円 � 150円 枠 連（2－7） 1，290円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 860円 �� 400円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 18，740円

票 数

単勝票数 計 578054 的中 � 105790（2番人気）
複勝票数 計1004605 的中 � 150882（2番人気）� 77984（5番人気）� 197964（1番人気）
枠連票数 計 260572 的中 （2－7） 15571（4番人気）
馬連票数 計1402026 的中 �� 44356（7番人気）
馬単票数 計 471865 的中 �� 8959（9番人気）
ワイド票数 計1122653 的中 �� 32390（6番人気）�� 77548（1番人気）�� 26439（10番人気）
3連複票数 計2242167 的中 ��� 48398（5番人気）
3連単票数 計2055986 的中 ��� 7951（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．1―11．8―12．7―13．4―12．7―12．1―11．8―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―35．0―46．8―59．5―1：12．9―1：25．6―1：37．7―1：49．5―2：01．4―2：12．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンデュミオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．3．1生 牡3黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 8戦2勝 賞金 23，307，000円

20010 7月25日 曇 良 （2新潟2） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

611 ハーフバック 牝4黒鹿55 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 466－ 61：20．5 7．7�
510 オーマイガイ 牡7栗 57 酒井 学廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 474－ 6 〃 クビ 14．7�
47 ディアボレット 牝5栗 55 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470－ 61：20．71� 58．6�
713	 プリヒストリー 
5黒鹿57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：20．8� 51．2�
11 ロジアイリッシュ 牝3鹿 52 三浦 皇成久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：20．9クビ 7．2�
24 	 コスモエスパーダ 牡4青 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 静内酒井牧場 482－ 21：21．0� 10．2

12 	 ソールライト 牡5芦 57 武士沢友治畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 508－12 〃 クビ 104．8�
612	 トゥインクルリーフ 牝4鹿 55 M．デムーロ �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 ウエスタンファーム 464＋ 8 〃 アタマ 14．6�
816 ヘイワノツカイ 牡4栗 57 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 462－10 〃 アタマ 25．6
23 トーセンリスト 牝4栗 55 戸崎 圭太島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 444－ 61：21．21 4．0�
36 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 江田 照男清水 敏氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：21．3� 84．9�
48 シセイタイガ 牡4青鹿57 松山 弘平猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 8 〃 同着 30．4�
35 レッドベレーザ 牝4鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 クビ 43．2�
59 ト ロ シ ュ ナ 牝4黒鹿55 川田 将雅 	サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476＋101：21．4� 4．3�
817 ライバーバード 牡6芦 57 福永 祐一馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B518＋ 81：21．71� 15．3�
815 カーサデルシエロ 牝5黒鹿55 岩田 望来下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436± 01：22．01� 20．1�
714	 ジャスパーモア 牝5青鹿55 川又 賢治加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

524± 01：22．21 113．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 74，759，900円 複勝： 120，567，500円 枠連： 39，860，000円
馬連： 181，356，900円 馬単： 61，992，500円 ワイド： 141，632，200円
3連複： 286，291，800円 3連単： 275，815，000円 計： 1，182，275，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 500円 � 1，320円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 6，850円 �� 9，970円

3 連 複 ��� 114，880円 3 連 単 ��� 487，720円

票 数

単勝票数 計 747599 的中 � 76867（4番人気）
複勝票数 計1205675 的中 � 127481（4番人気）� 62605（8番人気）� 21217（13番人気）
枠連票数 計 398600 的中 （5－6） 28755（5番人気）
馬連票数 計1813569 的中 �� 20467（27番人気）
馬単票数 計 619925 的中 �� 3882（48番人気）
ワイド票数 計1416322 的中 �� 15385（30番人気）�� 5305（66番人気）�� 3634（83番人気）
3連複票数 計2862918 的中 ��� 1869（271番人気）
3連単票数 計2758150 的中 ��� 410（1265番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．1―11．6―11．8―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．1―45．7―57．5―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーフバック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．7．29 新潟9着

2016．3．12生 牝4黒鹿 母 キトゥンブルー 母母 キトゥントリックス 11戦3勝 賞金 37，297，000円



20011 7月25日 曇 稍重 （2新潟2） 第1日 第11競走 ��
��1，200�

え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．7．20以降2．7．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．7

重
重

23 メイショウギガース 牡6青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B488＋141：09．9 36．9�
46 スナークスター �4鹿 54 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 448－ 21：10．11	 34．0�
22 プレシャスルージュ �8黒鹿53 西村 淳也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B472－ 41：10．41	 36．1�
610 シ ス ル 牝5青 53 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 508＋ 4 〃 アタマ 12．9�
34 ジェネティクス 牡3鹿 53 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 520－ 81：10．5
 2．4�
47 ヒ イ ナ ヅ キ 牝4栗 52 野中悠太郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 21：10．6クビ 60．0

11 マイネルラック 牡7鹿 53 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 476－12 〃 アタマ 62．9�
815� ロンドンテソーロ 牡4栗 57 石橋 脩了德寺健二ホール

ディングス	 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 510± 0 〃 クビ 4．0�

35 � マラードザレコード �6青鹿54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd B464＋ 41：10．91	 5．9

59 アイオライト 牡3黒鹿54 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 482＋101：11．11	 11．5�
814 オスカールビー 牝5鹿 51 泉谷 楓真森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 504－ 21：11．31� 44．4�
712 ゲ キ リ ン 牡6栗 53 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス	 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 482－ 61：11．51 44．8�
58 ルーチェソラーレ 牝5芦 52 菅原 明良岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 4 〃 ハナ 92．7�
611 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿52 藤田菜七子 	ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 456± 01：11．82 11．6�
713 ショウナンカイドウ 牡7栗 53 柴田 善臣国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B538＋ 61：12．01� 75．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 142，926，700円 複勝： 176，630，400円 枠連： 68，973，000円
馬連： 333，334，000円 馬単： 119，537，400円 ワイド： 233，781，100円
3連複： 561，341，000円 3連単： 614，359，500円 計： 2，250，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 1，000円 � 740円 � 870円 枠 連（2－4） 12，180円

馬 連 �� 38，720円 馬 単 �� 67，660円

ワ イ ド �� 7，200円 �� 9，640円 �� 7，680円

3 連 複 ��� 200，000円 3 連 単 ��� 1，220，300円

票 数

単勝票数 計1429267 的中 � 30955（9番人気）
複勝票数 計1766304 的中 � 46390（10番人気）� 63888（7番人気）� 53998（8番人気）
枠連票数 計 689730 的中 （2－4） 4387（25番人気）
馬連票数 計3333340 的中 �� 6671（68番人気）
馬単票数 計1195374 的中 �� 1325（130番人気）
ワイド票数 計2337811 的中 �� 8396（62番人気）�� 6253（72番人気）�� 7867（64番人気）
3連複票数 計5613410 的中 ��� 2105（300番人気）
3連単票数 計6143595 的中 ��� 365（1671番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡6青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 26戦5勝 賞金 75，686，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アルーアキャロル号・ウルトラマリン号・キタノオドリコ号・クリノヒビキ号・シャドウハンター号・

ショウナンタイガ号・スズカモナミ号・テルモードーサ号・トウカイパシオン号・トラストロン号・
ナンヨープルートー号・プレディクト号・ベルエスメラルダ号・ポップシンガー号・メイショウラビエ号・
メイプルグレイト号・ロジヒューズ号・ロンス号

20012 7月25日 曇 良 （2新潟2） 第1日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・左・外）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

36 ツ ル ネ 牝3鹿 52 吉田 豊吉井 理人氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 478＋ 21：33．8 3．5�
59 カレンシュトラウス 牡3鹿 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 514＋ 61：34．01� 2．4�
817 マイネルプリンチペ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：34．31� 21．4�
48 ル ク ル ト 牡3鹿 54

53 ☆斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 454＋161：34．4	 30．7�

611 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 52 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：34．5� 8．1�
713 テイエムイダテン 牡3鹿 54 
島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 482＋101：34．6	 18．2	
23 � トリンカデイラ 牝3栗 52 酒井 学ゴドルフィン 
島 一歩 愛 Diomed Blood-

stock Ltd 434＋ 4 〃 クビ 28．9

24 エイシンバイエルン 牝3青鹿52 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 486＋341：34．7クビ 32．8�
714 ミーティアトレイル �5芦 57 西村 淳也 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 クビ 109．8
715 ビスタストリカ 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：34．8� 41．2�
816 クィーンビー 牝7鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 504＋ 2 〃 アタマ 27．4�
35 ロードマドリード 牡5鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 41：34．9クビ 13．4�
12 アベックフォルス 牡3鹿 54

52 △菅原 明良田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 480－ 6 〃 アタマ 37．2�
510 ランランウイング 牝4黒鹿55 和田 竜二�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 460－23 〃 クビ 51．5�
11 ホッコーメヴィウス �4鹿 57 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454± 01：35．0� 62．6�
612 アメージングラン 牡3鹿 54 幸 英明深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 492＋ 6 〃 クビ 43．5�
818 アロングショット 牡5鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 446－ 81：36．38 153．8�
47 バルトフォンテン 牡5栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 518＋ 21：49．9大差 97．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 110，718，800円 複勝： 148，157，100円 枠連： 46，248，800円
馬連： 204，091，900円 馬単： 79，138，600円 ワイド： 183，471，100円
3連複： 336，809，300円 3連単： 366，045，700円 計： 1，474，681，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 330円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，060円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 9，050円

票 数

単勝票数 計1107188 的中 � 249597（2番人気）
複勝票数 計1481571 的中 � 298894（2番人気）� 366829（1番人気）� 77050（5番人気）
枠連票数 計 462488 的中 （3－5） 108767（1番人気）
馬連票数 計2040919 的中 �� 401944（1番人気）
馬単票数 計 791386 的中 �� 68990（2番人気）
ワイド票数 計1834711 的中 �� 273124（1番人気）�� 38311（10番人気）�� 60228（5番人気）
3連複票数 計3368093 的中 ��� 115004（3番人気）
3連単票数 計3660457 的中 ��� 29321（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―12．6―12．6―11．1―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．2―47．8―1：00．4―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツ ル ネ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．26 中山2着

2017．5．10生 牝3鹿 母 アクセレラン 母母 アクセラレイション 5戦2勝 賞金 17，460，000円
〔制裁〕 ルクルト号の騎手斎藤新は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

マイネルプリンチペ号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バルトフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25日まで平地競

走に出走できない。



（2新潟2）第1日 7月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 191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

187，300，000円
4，320，000円
24，250，000円
1，470，000円
20，740，000円
78，472，000円
5，252，500円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
842，075，200円
1，234，877，900円
328，145，800円
1，531，195，100円
624，105，300円
1，270，029，500円
2，466，775，400円
2，622，984，800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 10，920，189，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回新潟競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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