
20025 8月1日 曇 重 （2新潟2） 第3日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時05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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

22 クールシャワー 牡2鹿 54 藤井勘一郎川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット
ファーム 458－ 21：11．7 17．2�

712 バ ク シ ン 牡2鹿 54
53 ☆斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 3．6�

59 キープイットシンポ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 444－ 81：12．23 119．5�

58 タックスリファンド 牡2黒鹿 54
53 ☆岩田 望来フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 486± 01：12．51� 63．6�

815 グルナピーク 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 436＋ 41：12．6� 76．7�
35 ハ ヌ マ ー ン 牡2青鹿54 中井 裕二小林 昌子氏 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 464＋ 41：12．92 103．9	
11 セピアノーツ 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 470－ 4 〃 アタマ 34．0

814 バイオレットジンク 牝2青鹿54 	島 克駿�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 494＋ 41：13．22 99．6�
23 キタノシンスケ 牡2鹿 54 木幡 巧也北所 直人氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 494＋101：13．3� 262．4�
46 レオテソーロ 牡2栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 442± 0 〃 同着 2．5�
610 スマッシャー 牡2鹿 54 幸 英明 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 456＋ 21：13．72� 13．7�
611 クリオシタース 牡2栗 54 武藤 雅ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 468＋ 61：13．8� 18．9�
34 ニシノライトニング 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 484＋ 21：13．9クビ 5．8�
47 シゲルジョウム 牝2栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 454－ 21：14．32� 39．4�
713 マイネルレスペト 牡2鹿 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 488＋ 41：14．72� 20．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，622，000円 複勝： 77，206，200円 枠連： 15，069，600円
馬連： 83，468，400円 馬単： 40，338，700円 ワイド： 81，444，200円
3連複： 133，675，500円 3連単： 137，010，900円 計： 623，835，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 570円 � 170円 � 1，940円 枠 連（2－7） 2，430円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 810円 �� 14，020円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 46，710円 3 連 単 ��� 204，810円

票 数

単勝票数 計 556220 的中 � 27323（5番人気）
複勝票数 計 772062 的中 � 31175（7番人気）� 155933（2番人気）� 8242（14番人気）
枠連票数 計 150696 的中 （2－7） 4799（8番人気）
馬連票数 計 834684 的中 �� 26893（6番人気）
馬単票数 計 403387 的中 �� 4879（19番人気）
ワイド票数 計 814442 的中 �� 27184（7番人気）�� 1445（78番人気）�� 5462（36番人気）
3連複票数 計1336755 的中 ��� 2146（116番人気）
3連単票数 計1370109 的中 ��� 485（494番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールシャワー �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2020．6．20 東京4着

2018．4．15生 牡2鹿 母 クールマギー 母母 ツルマルオトメ 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔発走状況〕 ハヌマーン号・キープイットシンポ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 コパノジャンピング号

20026 8月1日 曇 稍重 （2新潟2） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：33．4
1：32．3

良
良

59 フォティノース 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 428－ 21：34．1 2．2�
24 キャロライナリーパ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 ハナ 17．9�
47 ドナウエレン 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456± 01：34．84 7．2�
817 アルムファーツリー 牝2黒鹿54 西村 淳也﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：35．11� 10．3�
713 セイウンロミオ 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 512－ 21：35．41� 21．8�
23 クレマチステソーロ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス	 高木 登 新ひだか 幌村牧場 452＋ 2 〃 クビ 48．0


48 ヤマノグリッターズ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 482＋ 41：35．5� 74．6�
12 ジョウショーキウン 牡2黒鹿54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 406± 01：35．6� 207．7�
35 ゴールドベレー 牡2栗 54 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 444－ 4 〃 クビ 5．5
612 マイネルニルソン 牡2青鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 452＋ 61：35．91� 7．4�
510 インペリアルツアー 牡2黒鹿54 吉田 豊 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 442＋ 6 〃 クビ 368．1�
714 トーホウスザク 牡2栗 54 松若 風馬東豊物産	 谷 潔 日高 竹島 幸治 478＋ 41：36．0� 25．7�
11 ブレスロガール 牝2芦 54 江田 照男ディアレストクラブ	 菊川 正達 新ひだか 大典牧場 444＋ 41：36．42� 209．6�
611 クリノキコウシ 牡2黒鹿54 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 432－ 21：36．5� 180．3�
36 ヴォスペランツァ 牡2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ	 加用 正 日高 戸川牧場 456－ 21：36．6クビ 335．8�
816 マイネルキュリアス 牡2鹿 54 宮崎 北斗 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 ハナ 228．3�
815 エクスカリバー 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 438－ 81：37．66 397．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 59，742，900円 複勝： 80，665，000円 枠連： 12，551，100円
馬連： 74，251，600円 馬単： 35，931，100円 ワイド： 69，821，500円
3連複： 110，078，800円 3連単： 117，611，900円 計： 560，653，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 310円 � 190円 枠 連（2－5） 1，570円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 9，960円

票 数

単勝票数 計 597429 的中 � 217325（1番人気）
複勝票数 計 806650 的中 � 246298（1番人気）� 47372（6番人気）� 98893（3番人気）
枠連票数 計 125511 的中 （2－5） 6168（7番人気）
馬連票数 計 742516 的中 �� 36075（5番人気）
馬単票数 計 359311 的中 �� 10985（9番人気）
ワイド票数 計 698215 的中 �� 28282（6番人気）�� 60991（2番人気）�� 13779（14番人気）
3連複票数 計1100788 的中 ��� 32552（8番人気）
3連単票数 計1176119 的中 ��� 8553（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．4―12．7―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―47．7―1：00．4―1：11．8―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォティノース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．7．11 阪神2着

2018．2．27生 牝2黒鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※出走取消馬 グランアンセム号（右前挫跖のため）
※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。
（非当選馬） 6頭 エルファシル号・カイトゲニー号・コパノセイバー号・テーオーブレイブ号・ポーラージェット号・マリーナ号

第２回 新潟競馬 第３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



20027 8月1日 曇 重 （2新潟2） 第3日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時05分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

22 バロンデッセ 牡3鹿 56 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 478－101：53．1 2．3�
58 ペイシャバイカ 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム B472－ 41：53．73� 19．3�
814 ファクトベース 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 486－ 6 〃 アタマ 4．0�
46 � マイネルサブマリン 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett B476＋161：54．23 8．4�
713 パースピレーション 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：54．41 33．5	
59 オースミカムイ 	3鹿 56 酒井 学�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 
川 啓一 460－161：54．71� 25．4

611 ランスオブマインド 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 424－141：55．23 24．6�
610 ソルトクリスタル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 490＋101：56．05 157．9�
23 ミヤビキング 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B538＋101：57．06 15．4
11 ヤマニンゲフィオン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 光夫 500＋161：57．42� 218．0�
47 � ダブリナーズ 牡3栗 56 木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 愛 Spring-

house Farm B470± 01：57．71� 5．9�
34 マルヨダンクン 牡3鹿 56 長岡 禎仁野村 春行氏 高橋 康之 浦河 鈴木 武蔵 488－201：58．02 184．5�
35 メガファラヴァハー 牡3栗 56 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 平取 有限会社中
田牧場 482 ―1：58．63� 82．9�

815 ヴァルシャー 牡3青鹿56 小崎 綾也 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 B528＋142：02．3大差 81．2�

712 ベルジルウェット 牝3黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 B464－162：05．7大差 37．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，104，600円 複勝： 51，282，500円 枠連： 15，649，900円
馬連： 63，903，200円 馬単： 32，292，100円 ワイド： 58，142，400円
3連複： 100，351，600円 3連単： 106，244，000円 計： 466，970，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 250円 � 140円 枠 連（2－5） 890円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 530円 �� 240円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 391046 的中 � 131827（1番人気）
複勝票数 計 512825 的中 � 131922（1番人気）� 36476（5番人気）� 103832（2番人気）
枠連票数 計 156499 的中 （2－5） 13555（4番人気）
馬連票数 計 639032 的中 �� 28800（6番人気）
馬単票数 計 322921 的中 �� 9450（7番人気）
ワイド票数 計 581424 的中 �� 26465（4番人気）�� 71298（1番人気）�� 18327（8番人気）
3連複票数 計1003516 的中 ��� 44923（3番人気）
3連単票数 計1062440 的中 ��� 9662（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．2―13．1―13．4―13．1―13．1―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．2―48．3―1：01．7―1：14．8―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．3
1
3

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

2
4

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

バロンデッセ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．6．14 阪神6着

2017．3．25生 牡3鹿 母 テーブルスピーチ 母母 タニノエクセレント 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ソルトクリスタル号の騎手富田暁は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔調教再審査〕 ヴァルシャー号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ベルジルウェット号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メガファラヴァハー号・ヴァルシャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月

1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。
（非当選馬） 1頭 サンマルキャンディ号
（非抽選馬） 3頭 アズマオウ号・ペイシャバレー号・リチュアルダンス号

20028 8月1日 晴 重 （2新潟2） 第3日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時35分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

47 ベ ラ ー ル 牡3黒鹿 56
55 ☆岩田 望来安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 480± 01：11．5 1．5�

58 マインヒロイン 牝3栗 54
51 ▲原 優介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 420＋ 41：12．03 21．5�

713 ニューリリース 牡3栗 56 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 B484＋ 61：12．1� 51．3�
59 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B494－ 2 〃 アタマ 54．4�
46 ジ ュ ズ マ ル 牡3鹿 56 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 496＋ 41：12．2� 7．3�
712 シゲルトリトン 牡3青鹿56 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 468＋ 21：12．3� 21．0	
815 オウケンアマゾネス 牝3黒鹿54 荻野 極福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 424± 01：13．04 139．9

611 トモジャブルーノ 牡3栃栗56 	島 克駿吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 B478－121：13．53 38．3�
814 ジャックオレンジ 
3栗 56 江田 照男 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B482－ 41：13．71� 9．0�
11 グ ラ シ ー ナ 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 568－ 61：14．01� 106．1
35 エリーズタイフーン 牝3芦 54 幸 英明二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 440＋ 41：14．85 69．3�
23 ビ エ ー ン 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗小林 由明氏 小野 次郎 平取 清水牧場 B458－ 81：15．43� 154．7�
22 フラワーエッセンス 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466 ―1：15．61 166．0�
610 ファンキーホース 牡3鹿 56 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 プログレスファーム 478－ 41：17．4大差 7．1�
34 ウイルホースバイオ 牡3青鹿 56

54 △菅原 明良バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 442＋ 4 （競走中止） 35．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，346，100円 複勝： 166，436，100円 枠連： 14，831，400円
馬連： 73，924，400円 馬単： 46，912，100円 ワイド： 72，816，200円
3連複： 116，382，000円 3連単： 171，300，900円 計： 703，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 830円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，360円 �� 8，360円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 25，600円

票 数

単勝票数 計 413461 的中 � 209755（1番人気）
複勝票数 計1664361 的中 � 1210605（1番人気）� 47635（5番人気）� 13776（10番人気）
枠連票数 計 148314 的中 （4－5） 14949（4番人気）
馬連票数 計 739244 的中 �� 56509（4番人気）
馬単票数 計 469121 的中 �� 28441（4番人気）
ワイド票数 計 728162 的中 �� 44385（4番人気）�� 13389（13番人気）�� 2083（52番人気）
3連複票数 計1163820 的中 ��� 7908（31番人気）
3連単票数 計1713009 的中 ��� 4851（80番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ラ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．1．19 小倉8着

2017．3．24生 牡3黒鹿 母 ル リ ビ タ キ 母母 エリンバード 7戦1勝 賞金 9，700，000円
〔競走中止〕 ウイルホースバイオ号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 フラワーエッセンス号は，競走中に疾病〔右第3手根骨矢状骨折〕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。
ファンキーホース号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウカリスマ号
（非抽選馬） 7頭 ウィスキーキャット号・クイーンオラトリオ号・ケイアイロトルア号・チャームインレース号・テイエムサンドリア号・

ルアスドゥーナッハ号・ロイヤルパープル号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 1日第 7競走）
〔その他〕　　ペイシャティフォン号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「３走成績による出走制限」の適用を除外。

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 2日第 4競走）
〔その他〕　　ファレーズ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



20029 8月1日 晴 稍重 （2新潟2） 第3日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25分 （芝・左・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

612 アドマイヤハダル 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472 ―1：48．6 12．6�
59 ペドラフォルカ 牝2鹿 54 北村 友一下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 422 ― 〃 クビ 2．5�
510 グレアリングアイ 牡2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536 ―1：48．91� 31．8�
23 ダノンバジリア 牝2栗 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 506 ― 〃 クビ 6．1�
815 トレデマンド 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468 ―1：49．43 4．9	
48 リ チ ェ ル カ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 448 ― 〃 クビ 60．5

35 グランデモナルカ 牡2黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450 ―1：50．03� 6．5�
713 ワンデイモア 牡2黒鹿54 三浦 皇成江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 518 ―1：50．21	 26．8�
24 スターロード 牡2栗 54 石橋 脩村田 哲朗氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：50．41� 39．4
47 エマージングロール 牡2鹿 54 
島 克駿吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：50．61	 120．3�
36 ハ ル モ ニ ア 牝2黒鹿54 北村 宏司 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 川上牧場 424 ―1：50．7� 145．2�
11 ショウナンラッキー 牡2鹿 54 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：50．8� 26．0�
12 ガ ム ラ ン 牡2栗 54 荻野 極ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 476 ― 〃 アタマ 134．8�
714 カオリナイト 牝2栗 54 幸 英明谷口 祐人氏 牧田 和弥 新冠 村上 欽哉 496 ―1：50．9クビ 99．3�
816 ジョウショーペース 牡2芦 54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 470 ―1：51．53� 145．7�
611 ブルージルコン 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 454 ―1：51．71 99．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，865，500円 複勝： 70，821，800円 枠連： 14，357，300円
馬連： 77，849，400円 馬単： 36，593，400円 ワイド： 66，677，600円
3連複： 108，710，100円 3連単： 116，914，900円 計： 553，790，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 270円 � 140円 � 550円 枠 連（5－6） 930円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，890円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 47，030円

票 数

単勝票数 計 618655 的中 � 41290（5番人気）
複勝票数 計 708218 的中 � 59398（5番人気）� 182111（1番人気）� 24591（7番人気）
枠連票数 計 143573 的中 （5－6） 11906（4番人気）
馬連票数 計 778494 的中 �� 47339（4番人気）
馬単票数 計 365934 的中 �� 8089（11番人気）
ワイド票数 計 666776 的中 �� 35412（4番人気）�� 5595（29番人気）�� 15746（12番人気）
3連複票数 計1087101 的中 ��� 10805（21番人気）
3連単票数 計1169149 的中 ��� 1802（114番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―13．2―12．6―11．8―11．4―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．8―1：02．4―1：14．2―1：25．6―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤハダル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．4．18生 牡2鹿 母 スウェアトウショウ 母母 タバサトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 8月1日 晴 稍重 （2新潟2） 第3日 第6競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時55分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
2：10．8
2：09．7

良
良

11 エールオンレール 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：13．5 17．3�
510 ワイワイキング 牡3鹿 56 幸 英明廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 470± 02：13．6� 11．8�
612 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 456－142：13．7� 6．7�
817 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 アタマ 7．5�
715 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 洞	湖 レイクヴィラファーム 442± 0 〃 アタマ 4．2�
35 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B436＋ 42：13．8クビ 20．7	
23 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿56 川田 将雅 
シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 8 〃 クビ 2．7�
713 ハローミスソフィ 牝3青 54 藤懸 貴志吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 42：13．9� 43．8�
611 ハクサンキングス 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 
川 啓一 448－102：14．21� 92．2
24 インテリジェンス 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 ハナ 26．1�
59 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 吉田 豊田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 480－ 4 〃 アタマ 50．0�
818 ダコタブラックヒル 牡3鹿 56 酒井 学 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 470－ 82：14．41� 118．3�
36 アレグリアシチー 牡3栃栗 56

55 ☆斎藤 新 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 430＋ 42：14．82� 131．3�
714 ア ト レ ッ ド 牝3青鹿54 松若 風馬 �京都ホースレーシング 杉山 晴紀 浦河 谷口牧場 408－ 62：15．01� 44．3�
12 ヴェルズネイ 牝3鹿 54 石橋 脩 
社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 426＋ 6 〃 ハナ 66．1�
816 レヴドゥギャルソン 牡3栗 56 北村 友一
ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 B530 ―2：16．59 43．9�
48 グラッツィエディオ 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 B476＋ 82：16．92 264．5�
47 キクノキング 牡3鹿 56 太宰 啓介菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 村本牧場 478－202：18．07 323．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，524，800円 複勝： 76，810，100円 枠連： 16，267，900円
馬連： 80，137，500円 馬単： 36，021，100円 ワイド： 77，255，500円
3連複： 121，598，600円 3連単： 126，265，400円 計： 585，880，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 480円 � 300円 � 230円 枠 連（1－5） 6，520円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 17，530円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 1，600円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 14，890円 3 連 単 ��� 96，460円

票 数

単勝票数 計 515248 的中 � 23722（6番人気）
複勝票数 計 768101 的中 � 37445（7番人気）� 68339（5番人気）� 97178（3番人気）
枠連票数 計 162679 的中 （1－5） 1932（22番人気）
馬連票数 計 801375 的中 �� 7004（22番人気）
馬単票数 計 360211 的中 �� 1541（46番人気）
ワイド票数 計 772555 的中 �� 8109（23番人気）�� 12354（16番人気）�� 19564（11番人気）
3連複票数 計1215986 的中 ��� 6123（45番人気）
3連単票数 計1262654 的中 ��� 949（259番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．4―12．3―13．3―12．8―11．7―11．8―12．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．7―35．1―47．4―1：00．7―1：13．5―1：25．2―1：37．0―1：49．6―2：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エールオンレール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．8．10 小倉12着

2017．4．4生 牝3栗 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 7戦1勝 賞金 5，870，000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。
（非抽選馬） 5頭 アネモネテソーロ号・ショウナンラクエン号・タイセイシリウス号・ナムライロハ号・ララロトリー号



20031 8月1日 晴 稍重 （2新潟2） 第3日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時25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

58 アスターマリンバ 牡3黒鹿54 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 526＋ 81：52．1 2．7�
59 ジーマックス 牡3鹿 54 北村 宏司佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 526＋ 21：52．73� 11．5�
815 キングスバーンズ 牡3栗 54 木幡 巧也丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B522± 01：53．23 8．1�
35 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 54 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 486－ 61：53．83� 7．7�
713 セルファース 牡3黒鹿54 三浦 皇成水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 516－ 61：53．9	 106．9�
46 サウスオブボーダー 牡7鹿 57

56 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464－ 21：54．0� 16．1�
11 サンライズヴュー 牡4青鹿57 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 488＋141：54．1クビ 69．2	
610 ワンモアエフォート 牡3栗 54 戸崎 圭太内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 490＋ 61：54．2	 12．1

22 
 エフォートラン 牡5黒鹿57 石橋 脩岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B492± 01：54．83� 67．2�
23 � ナイルリバー 牡3黒鹿54 和田 竜二馬場 幸夫氏 藤原 英昭 米 Rosedown Rac-

ing Stable, LLC 558＋161：54．9	 7．0�
611 スマートウィザード 牡3栗 54 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 468＋ 81：55．0� 209．9
34 エ ウ ロ パ 牝3栗 52

49 ▲小林 凌大 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：55．2	 26．2�
712 アンコールプレス 牡3黒鹿54 幸 英明要海 伸治氏 寺島 良 日高 木村牧場 532＋ 21：55．41� 5．8�
47 アスカリアン 牝5黒鹿55 酒井 学上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 500＋ 61：55．5	 266．5�
814
 シャインヴィグラス 牝3栗 52

51 ☆斎藤 新前田 清二氏 土田 稔 新ひだか グローリーファーム 452＋ 21：56．13� 104．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，150，000円 複勝： 63，733，100円 枠連： 15，034，000円
馬連： 89，727，200円 馬単： 33，171，100円 ワイド： 69，457，100円
3連複： 127，773，600円 3連単： 130，871，400円 計： 572，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 290円 � 290円 枠 連（5－5） 1，840円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 640円 �� 750円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 25，020円

票 数

単勝票数 計 431500 的中 � 123825（1番人気）
複勝票数 計 637331 的中 � 147991（1番人気）� 49213（6番人気）� 48521（7番人気）
枠連票数 計 150340 的中 （5－5） 6318（7番人気）
馬連票数 計 897272 的中 �� 39532（5番人気）
馬単票数 計 331711 的中 �� 9094（6番人気）
ワイド票数 計 694571 的中 �� 28509（4番人気）�� 24167（7番人気）�� 10263（23番人気）
3連複票数 計1277736 的中 ��� 13780（22番人気）
3連単票数 計1308714 的中 ��� 3791（75番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．9―13．3―12．6―12．4―12．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．3―49．6―1：02．2―1：14．6―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスターマリンバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．10．12 京都2着

2017．2．23生 牡3黒鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 8戦2勝 賞金 18，400，000円
〔騎手変更〕 アスカリアン号の騎手藤懸貴志は，検査のため酒井学に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイスヴィスタ号・マイネルクライマー号
（非抽選馬） 3頭 カッティングロック号・クリノイコライザー号・ネルソンタッチ号

20032 8月1日 晴 稍重 （2新潟2） 第3日 第8競走 ��3，250�第22回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：28．7良

22 フォイヤーヴェルク 牡7青鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456± 03：30．7 2．4�
712 メドウラーク 牡9鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508－ 43：31．76 6．5�
33 ケイティクレバー 牡5鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464－ 63：31．8� 6．0�
610 ファイアプルーフ 牡5黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510＋ 23：32．01� 53．7�
11 プラチナアッシュ �5黒鹿60 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 466－103：32．21 25．8�
813 ノワールギャルソン 牡8黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 小島牧場 448± 03：32．3� 4．2

46 	 エアカーディナル 牡9鹿 60 高田 潤 	ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 512＋ 83：32．62 25．4�
34 	 ウインリベロ 牡5栗 60 上野 翔	ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 63：32．7クビ 93．4�
711 マ ス ラ オ �6栗 60 金子 光希 	Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 446－14 〃 ハナ 44．4
814 スマートボムシェル 牡8栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 506－ 23：33．02 122．0�
45 ハルキストン 牡5鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 458－ 23：33．95 35．1�
57 アズマタックン 牡7青鹿60 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 514＋ 63：36．0大差 19．4�
58 ミュートエアー 牡7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：36．64 217．1�
69 	 ブラックワンダー 牡4青鹿60 石神 深一佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 464± 0 （競走中止） 15．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，093，400円 複勝： 64，932，800円 枠連： 20，048，000円
馬連： 93，783，300円 馬単： 42，734，600円 ワイド： 76，835，700円
3連複： 175，662，000円 3連単： 204，018，200円 計： 735，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（2－7） 940円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 570934 的中 � 187782（1番人気）
複勝票数 計 649328 的中 � 164794（1番人気）� 84542（3番人気）� 80173（4番人気）
枠連票数 計 200480 的中 （2－7） 16433（3番人気）
馬連票数 計 937833 的中 �� 75939（3番人気）
馬単票数 計 427346 的中 �� 22729（4番人気）
ワイド票数 計 768357 的中 �� 51512（3番人気）�� 51636（2番人気）�� 26362（7番人気）
3連複票数 計1756620 的中 ��� 70488（3番人気）
3連単票数 計2040182 的中 ��� 22331（8番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡7青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 障害：4戦3勝 賞金 52，897，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ブラックワンダー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スマートボムシェル号の騎手植野貴也は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※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 テイエムコンドル号・マーニ号
（非抽選馬） 3頭 プレシャスタイム号・メイショウゴウリキ号・レジェンドパワー号



20033 8月1日 晴 稍重 （2新潟2） 第3日 第9競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走14時35分 （ダート・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

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

814 ウインネプチューン 牡5青鹿57 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B508＋281：51．3 31．9�
46 サルサレイア 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 492＋ 41：51．51� 2．3�
22 ベルジュネス 	4鹿 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B464＋10 〃 クビ 35．8�
47 テイエムチューハイ 牡6黒鹿57 岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B456＋ 41：52．24 9．9�
59 レオンコロナ 牡4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462± 01：52．3クビ 6．6�
34 
 ヘヴントゥナイト 	6芦 57 松若 風馬 	社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 73．8

610 ワンダーエカルテ 牝4芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 522＋ 41：52．4クビ 25．6�
58 
 リーガルマインド 牡4鹿 57 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 464＋ 41：52．5� 5．8�
11 ストロングライン 牡4芦 57 石橋 脩	ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B510－ 4 〃 アタマ 15．9
23 キングテセウス 牡4栗 57 内田 博幸保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B516＋ 21：53．45 36．8�
35 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 488＋241：53．5クビ 14．8�
815 シャインアロー 	8栗 57 富田 暁岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474± 01：54．88 114．3�
611 シャドウセッション 	4鹿 57 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－181：55．33 15．9�
713 リ ー ヴ ル 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：55．72� 17．8�
712 ローリエテソーロ 牡4栗 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 532＋ 21：56．12� 108．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，425，200円 複勝： 112，157，200円 枠連： 27，606，000円
馬連： 127，226，000円 馬単： 51，076，200円 ワイド： 98，096，500円
3連複： 195，781，500円 3連単： 215，879，600円 計： 889，248，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 1，340円 � 110円 � 630円 枠 連（4－8） 4，220円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 17，260円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 12，520円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 43，270円 3 連 単 ��� 363，130円

票 数

単勝票数 計 614252 的中 � 15395（10番人気）
複勝票数 計1121572 的中 � 13237（12番人気）� 451681（1番人気）� 29939（10番人気）
枠連票数 計 276060 的中 （4－8） 5067（14番人気）
馬連票数 計1272260 的中 �� 13553（22番人気）
馬単票数 計 510762 的中 �� 2219（52番人気）
ワイド票数 計 980965 的中 �� 9205（31番人気）�� 1969（72番人気）�� 20928（11番人気）
3連複票数 計1957815 的中 ��� 3393（114番人気）
3連単票数 計2158796 的中 ��� 431（810番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．5―49．4―1：01．8―1：13．8―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインネプチューン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．1 中京5着

2015．2．12生 牡5青鹿 母 エ ル ノ ヴ ァ 母母 シンコウエルメス 21戦3勝 賞金 48，395，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウソテツ号
（非抽選馬）13頭 カフジストーム号・キクノフェリックス号・キタサンヴィクター号・スズカスマート号・タガノハツコイ号・

タピゾー号・テキスタイルアート号・プエルタデルソル号・マイネルブロッケン号・マサキノテソーロ号・
モレッキ号・リンガスビンゴ号・レッドゼノン号

20034 8月1日 晴 良 （2新潟2） 第3日 第10競走 ��
��1，600�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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

月岡温泉観光協会賞（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

23 サトノウィザード 牡4鹿 57 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 B482－ 81：32．7 2．6�
714 ラルナブリラーレ 牝3鹿 52 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468＋ 61：33．23 3．7�
612 アルムフォルツァ 牡5黒鹿57 西村 淳也﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 61：33．41� 35．8�
816 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 10．6�
817 ジュンライトボルト 牡3鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋141：33．5� 7．4	
715 ナイトバナレット 牡6芦 57 松若 風馬 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：33．71	 35．1

36 テンワールドレイナ 牝5栗 55 北村 宏司天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 474－ 61：33．8� 64．2�
818 コスモヨハネ 牡8栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 510＋141：34．01	 104．7�
47 
 アルディテッツァ 牡4鹿 57 和田 竜二�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500± 01：34．1� 40．9
12 トロイメント 牝4青 55 石橋 脩�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 448－ 41：34．2� 31．4�
59 ノーブルアース 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 476－ 61：34．3� 55．4�
24 リノワールド 牝5栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 430＋ 2 〃 ハナ 226．3�
11 アーザムブルー 牡6黒鹿57 岩田 望来 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：34．4� 25．2�
611 サンライズローリエ 牡5青鹿57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 456－ 4 〃 ハナ 22．7�
713 アズマヘリテージ 牝4栗 55 �島 克駿東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 472－ 21：34．5クビ 294．4�
35 ミ ア マ ン テ 牝3鹿 52 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 420－ 21：34．6� 18．1�
48 セグレドスペリオル 牡4鹿 57 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482± 01：34．81� 48．4�
510 セ リ ユ ー ズ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：36．28 16．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，692，000円 複勝： 111，412，600円 枠連： 36，560，700円
馬連： 171，550，300円 馬単： 60，236，500円 ワイド： 132，115，700円
3連複： 267，574，900円 3連単： 259，980，300円 計： 1，120，123，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 170円 � 620円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，890円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 27，870円

票 数

単勝票数 計 806920 的中 � 239398（1番人気）
複勝票数 計1114126 的中 � 269270（1番人気）� 171399（2番人気）� 31660（11番人気）
枠連票数 計 365607 的中 （2－7） 41941（2番人気）
馬連票数 計1715503 的中 �� 183775（1番人気）
馬単票数 計 602365 的中 �� 37735（1番人気）
ワイド票数 計1321157 的中 �� 107196（1番人気）�� 16755（19番人気）�� 16707（20番人気）
3連複票数 計2675749 的中 ��� 23524（21番人気）
3連単票数 計2599803 的中 ��� 6761（53番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．0―12．1―11．2―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．1―47．1―59．2―1：10．4―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノウィザード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．14 京都1着

2016．3．30生 牡4鹿 母 ブロードストリート 母母 フィラストリート 9戦3勝 賞金 45，881，000円



20035 8月1日 晴 良 （2新潟2） 第3日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．7．27以降2．7．26まで1回以上出走馬，除未出
走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

新潟日報賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 アフランシール 牝4鹿 53 川田 将雅前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 61：20．4 4．4�

47 レ ノ ー ア 牝4栗 54 岩田 望来畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 426＋ 41：20．71� 6．1�
36 ニシノキントウン 牡5黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 464－101：20．91� 64．0�
35 レジーナドーロ 牝5栗 53 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B462－ 2 〃 クビ 25．6�
714 ドラグーンシチー 牡5鹿 55 荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 506＋ 21：21．0クビ 21．4�
816 シュエットヌーベル 牝6栗 51 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド B474－ 2 〃 クビ 50．5	
715 ムーンチャイム 牝5栗 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 41：21．1クビ 4．1

713 シトラスノート 牝4鹿 53 西村 淳也吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 18．1�
23 ジョーアラビカ 牡6芦 56 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 496－ 41：21．2	 16．4�
24 セプタリアン 
4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 6．9
48 ドルチャーリオ 牡7栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：21．41 52．8�
510 グッドジュエリー 牝5芦 53 幸 英明長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 464＋ 2 〃 クビ 27．4�
818 デスティニーソング 牝6鹿 51 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：21．5クビ 28．4�
12 ミュージアムヒル 牝5鹿 54 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B486－ 2 〃 クビ 15．2�
59 フェルトベルク 牝6鹿 52 小林 脩斗加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 452－ 21：21．6クビ 66．6�
612 ルーチェソラーレ 牝5芦 51 柴田 大知岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 498－ 4 〃 クビ 54．7�
611 ポップシンガー 牝6鹿 52 北村 宏司村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 452－ 81：21．91� 27．4�
817 コロラトゥーレ 牝6鹿 52 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 470± 01：22．21� 70．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 119，289，700円 複勝： 181，107，700円 枠連： 76，866，000円
馬連： 312，842，700円 馬単： 102，792，100円 ワイド： 219，488，900円
3連複： 547，897，300円 3連単： 537，563，700円 計： 2，097，848，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 210円 � 1，400円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 580円 �� 4，740円 �� 5，780円

3 連 複 ��� 32，880円 3 連 単 ��� 124，190円

票 数

単勝票数 計1192897 的中 � 213147（2番人気）
複勝票数 計1811077 的中 � 310088（1番人気）� 244115（3番人気）� 24881（16番人気）
枠連票数 計 768660 的中 （1－4） 62261（4番人気）
馬連票数 計3128427 的中 �� 185061（1番人気）
馬単票数 計1027921 的中 �� 32525（1番人気）
ワイド票数 計2194889 的中 �� 104852（1番人気）�� 11441（57番人気）�� 9362（64番人気）
3連複票数 計5478973 的中 ��� 12497（101番人気）
3連単票数 計5375637 的中 ��� 3138（358番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．1―11．9―12．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．8―45．7―57．7―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフランシール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．15 函館1着

2016．4．15生 牝4鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 14戦4勝 賞金 72，290，000円
〔騎手変更〕 フェルトベルク号の騎手藤懸貴志は，病気のため小林脩斗に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アプルーヴァル号・ウィンドライジズ号・キャンディストーム号・スカイパッション号・スマートセラヴィー号・

タガノスカイハイ号・ナンヨーアミーコ号・フレッチア号・ペイシャドリーム号・ボーダーオブライフ号・
マラードザレコード号・ムスコローソ号・リトルモンスター号・ワンダープチュック号

20036 8月1日 晴 良 （2新潟2） 第3日 第12競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・直線）
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
53．7
53．7

良
良

715 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470＋ 8 55．8 11．2�

510 アングレーム 牝5黒鹿 55
53 △菅原 明良 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 22．2�

24 � ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 52
49 ▲小林 凌大西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 478＋14 〃 ハナ 17．8�

816 ウインアイルビータ 牝4栗 55 柴田 大知�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム B482＋ 4 55．9	 7．7�
713 ドゥモワゼル 牝6鹿 55 江田 照男小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 468＋ 4 56．0クビ 27．1	
612
� ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B500－14 56．21� 7．2

818 テリオスヒメ 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 444＋ 8 〃 ハナ 5．3�
36 ルドラクシャ 牝3鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 450＋ 6 〃 アタマ 4．1�
611 リュウグウヒメ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 442＋14 56．3� 30．4
12 スマートルミエール 牡3鹿 54 松若 風馬大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450± 0 56．51� 22．9�
714 スカイポート 牝4鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 B452＋ 4 56．6� 46．1�
817 ショウサンシルエラ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 492＋ 2 56．7	 19．8�
48 タケデンサンダー 牡6栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 B484＋ 6 56．91 96．0�
35 
 アメリカンソレイユ 牡4栗 57 酒井 学 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

472－ 6 57．0	 65．6�
11 � エムオールビー 牝4青鹿55 三浦 皇成大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 橋本牧場 406＋12 〃 ハナ 16．4�
59 プリズマティコ 牝5鹿 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478－ 2 57．21� 13．8�
23 エリーグランプリ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 育也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 440＋14 57．52 72．2�
47 � マルカノーベル �4黒鹿57 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492－ 7 59．5大差 109．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 96，074，300円 複勝： 128，204，800円 枠連： 59，701，000円
馬連： 205，888，100円 馬単： 73，828，100円 ワイド： 166，801，700円
3連複： 363，887，600円 3連単： 347，971，500円 計： 1，442，357，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 360円 � 640円 � 540円 枠 連（5－7） 2，770円

馬 連 �� 13，230円 馬 単 �� 24，430円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 3，010円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 52，620円 3 連 単 ��� 313，780円

票 数

単勝票数 計 960743 的中 � 68070（5番人気）
複勝票数 計1282048 的中 � 100805（5番人気）� 50498（10番人気）� 61260（8番人気）
枠連票数 計 597010 的中 （5－7） 16697（12番人気）
馬連票数 計2058881 的中 �� 12059（54番人気）
馬単票数 計 738281 的中 �� 2266（105番人気）
ワイド票数 計1668017 的中 �� 11261（53番人気）�� 14346（38番人気）�� 12669（48番人気）
3連複票数 計3638876 的中 ��� 5186（188番人気）
3連単票数 計3479715 的中 ��� 804（1079番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．5―11．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．3―43．3

上り4F44．0－3F34．0
勝馬の
紹 介

ヤマニンベリンダ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．12．17 阪神1着

2014．5．8生 牝6黒鹿 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya 21戦2勝 賞金 25，020，000円
〔制裁〕 ハニーリン号の騎手小林凌大は，競走中盤での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 マルカノーベル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 マルカノーベル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月1日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 クイックレス号・グラウシュトラール号・グラスレガシー号・クロンヌデトワール号・スターライトキス号・

ナタラディーヴァ号・プラチナポセイドン号



（2新潟2）第3日 8月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 194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

237，940，000円
23，960，000円
2，310，000円
27，730，000円
82，080，500円
6，581，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
766，930，500円
1，184，769，900円
324，542，900円
1，454，552，100円
591，927，100円
1，188，953，000円
2，369，373，500円
2，471，632，700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 10，352，681，700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3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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