
20037 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：08．7
1：07．8

良
良

47 ニシノアジャスト 牡2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 516－ 61：10．1 5．3�
23 トーセンガイア 牝2鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 440＋ 21：10．2� 16．6�

24 マイネルアミスター 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下

ファーム 482＋ 21：10．3� 40．8�
59 シューラヴァラ 牡2黒鹿54 石橋 脩高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 448＋ 8 〃 クビ 11．0�
713 ココクラッシュ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 424＋101：10．4クビ 57．4	
714 ショウナンアドール 牝2鹿 54 野中悠太郎国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 444＋ 4 〃 クビ 48．9

612 イズジョードリーム 牡2鹿 54

53 ☆岩田 望来泉 一郎氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 510＋ 41：10．5クビ 8．8�
35 ワイオミアロール 牝2栗 54 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 赤田牧場 414＋ 21：10．71	 16．2
36 ニシノイルマーレ 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 フクオカファーム 480－ 2 〃 同着 2．3�
510 チェリーオリオン 牡2栗 54 木幡 巧也櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 492＋ 4 〃 クビ 215．7�
11 チャーチャンテン 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 396＋ 21：10．8� 98．9�
12 ジェットエンブレム 牡2栗 54 北村 友一犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 492＋12 〃 クビ 53．5�
48 ハンデンディオーネ 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 村上 進治 416＋ 61：10．9クビ 36．4�
816 ノアジェニシス 牝2栗 54 武士沢友治佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 田中 裕之 448± 01：11．11	 245．2�
817 セイウンノウヒメ 牝2青 54 原田 和真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 
川 啓一 446－ 81：11．31	 119．7�
611 ロイヤルウィーブ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也本間 茂氏 相沢 郁 新冠 村上牧場 486－ 61：11．4クビ 191．3�
818 ラブリークイーン 牝2栗 54 三浦 皇成坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 460－ 21：11．72 12．7�
715 マ ラ ド ー ナ 牡2栗 54 西田雄一郎中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 468± 01：11．8� 38．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，705，500円 複勝： 79，838，000円 枠連： 19，407，400円
馬連： 88，942，500円 馬単： 37，297，000円 ワイド： 88，434，500円
3連複： 153，799，900円 3連単： 140，132，600円 計： 661，557，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 480円 � 1，000円 枠 連（2－4） 2，320円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，980円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 28，160円 3 連 単 ��� 97，310円

票 数

単勝票数 計 537055 的中 � 85463（2番人気）
複勝票数 計 798380 的中 � 109590（2番人気）� 41210（7番人気）� 18098（10番人気）
枠連票数 計 194074 的中 （2－4） 6472（9番人気）
馬連票数 計 889425 的中 �� 22898（10番人気）
馬単票数 計 372970 的中 �� 4949（19番人気）
ワイド票数 計 884345 的中 �� 23669（9番人気）�� 11417（22番人気）�� 5032（44番人気）
3連複票数 計1537999 的中 ��� 4096（80番人気）
3連単票数 計1401326 的中 ��� 1044（284番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―11．7―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．4―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアジャスト �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2020．7．5 福島8着

2018．2．16生 牡2青鹿 母 ニシノステディー 母母 セイウンタカコ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エコロテッチャン号
（非抽選馬） 5頭 キタノインスパイア号・スターインパクト号・ニシノレガシー号・ニューフィー号・ペトリコール号

20038 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第2競走 ��1，800�3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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 サウンドレベッカ 牝3青鹿54 川田 将雅増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 456＋ 61：46．7 2．8�
59 ロードライトニング 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 430－ 41：46．91� 6．4�
714 ローズパルファン 牝3鹿 54 荻野 極 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 430－ 61：47．43 25．1�
11 エ ト ヴ ァ ス 牝3鹿 54 高倉 稜薪浦 亨氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 464＋ 61：47．5� 37．5�
36 キングインパクト 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 518＋12 〃 クビ 4．7�
12 ビーオールアイズ �3黒鹿56 �島 克駿吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 クビ 92．1	
35 タニノヨセミテ 牝3鹿 54 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 406－ 2 〃 ハナ 62．1

713 フ ラ テ ナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �京都ホースレーシング 奥村 武 浦河 �川 啓一 474＋ 81：47．6� 85．2�
510 ボンバーミューラー 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新渡邊 隆氏 小桧山 悟 新ひだか 真歌田中牧場 448＋ 21：47．91	 14．6�
23 ソードライン 牡3鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 洞
湖 レイクヴィラファーム 500± 01：48．11� 5．2
816 デ ィ ラ イ ラ 牝3鹿 54 幸 英明�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 上村 清志 450－ 21：48．2クビ 17．9�
715 キタサンロッキー 牡3青鹿56 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 むかわ 桑原牧場 506＋ 61：48．62� 124．7�
48 ブエナラーマ 牝3鹿 54 江田 照男飯田 良枝氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 454± 01：48．7	 303．0�
24 ランウェイルック 牝3青鹿 54

52 △菅原 明良 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 241．1�
818 エンスロール 牡3栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492－101：48．91� 11．1�
817 マ シ ェ リ イ 牝3鹿 54 和田 翼松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 426－101：49．21	 299．4�

（旧姓 岩崎）

611 スマイルサクラ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 モトスファーム 490＋181：51．1大差 313．1�
（17頭）

612 フ ル ミ ン ト 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 和美氏 石坂 公一 新ひだか 中田 英樹 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 53，115，700円 複勝： 87，297，700円 枠連： 19，252，700円
馬連： 87，778，000円 馬単： 35，534，000円 ワイド： 80，604，900円
3連複： 129，878，300円 3連単： 128，488，300円 計： 621，949，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 460円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 差引計 531157（返還計 809） 的中 � 150253（1番人気）
複勝票数 差引計 872977（返還計 741） 的中 � 213772（1番人気）� 114952（3番人気）� 35684（8番人気）
枠連票数 差引計 192527（返還計 11） 的中 （4－5） 25453（1番人気）
馬連票数 差引計 877780（返還計 2877） 的中 �� 80933（2番人気）
馬単票数 差引計 355340（返還計 1325） 的中 �� 18865（2番人気）
ワイド票数 差引計 806049（返還計 3669） 的中 �� 54985（2番人気）�� 21687（11番人気）�� 11887（19番人気）
3連複票数 差引計1298783（返還計 10953） 的中 ��� 18558（17番人気）
3連単票数 差引計1284883（返還計 10840） 的中 ��� 5810（34番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．5―12．6―12．2―11．7―11．0―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―47．5―1：00．1―1：12．3―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドレベッカ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．10．12 京都6着

2017．4．25生 牝3青鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 6戦1勝 賞金 8，400，000円
〔出走取消〕 フルミント号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ロードライトニング号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルサクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シャトン号・タガノグランサム号・デルニエエトワール号・ヌンシーズ号・マリアネージュ号

第２回 新潟競馬 第４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



20039 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走11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
53．7
53．7

良
良

24 セ ル レ ア 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 452－ 8 55．2 32．2�

713 レイチェリー 牝3黒鹿54 武藤 雅佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 428＋ 8 55．3� 7．0�
816 スノーテーラー 牝3芦 54 川田 将雅中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 434－ 2 55．4� 2．5�
59 レオハイセンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 440＋ 2 55．61� 2．7�
612 アイティナリー 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ B500－ 4 55．81� 14．4�

817 ミツカネショコラ 牝3黒鹿 54
52 △菅原 明良小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育

成牧場 398＋10 56．11	 36．2	
11 デルマアメジスト 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 430－ 2 56．2� 177．5

611 メイショウバイラン 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 436＋14 〃 アタマ 25．2�
23 ペプチドサクラ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466± 0 56．3	 162．2�
36 マ ッ シ リ ア 牡3栗 56 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472－ 8 56．62 40．4

（旧姓 岩崎）

12 ピットゥーラ 牝3鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430± 0 56．7� 260．9�

714 ババルダージュ 牝3黒鹿54 江田 照男飯田 正剛氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B414＋ 8 56．91 15．4�
35 カズモンレアーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 458＋12 〃 ハナ 172．2�
510 ル ミ リ ン ナ 牝3芦 54 秋山真一郎 �YGGホースクラブ 大根田裕之 日高 船越牧場 436＋ 4 57．0� 60．4�
47 ゴールデンアーク 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 63．7�
48 ツクバマリア 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真荻原 昭二氏 上村 洋行 新ひだか 木下牧場 424－28 57．31	 79．9�
818 ラブキーセキ 牝3鹿 54 中井 裕二増田 陽一氏 大和田 成 新冠 佐藤牧場 398－12 57．62 139．5�
715 ロマンスピネル 牝3鹿 54 西田雄一郎菅 實氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B438＋ 8 58．98 51．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，904，500円 複勝： 69，490，400円 枠連： 22，833，400円
馬連： 101，948，100円 馬単： 44，403，300円 ワイド： 90，447，200円
3連複： 180，265，600円 3連単： 183，390，300円 計： 748，682，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 520円 � 220円 � 140円 枠 連（2－7） 4，740円

馬 連 �� 9，860円 馬 単 �� 27，180円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，160円 �� 320円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 87，240円

票 数

単勝票数 計 559045 的中 � 13855（7番人気）
複勝票数 計 694904 的中 � 25228（7番人気）� 77723（3番人気）� 169476（2番人気）
枠連票数 計 228334 的中 （2－7） 3732（13番人気）
馬連票数 計1019481 的中 �� 8007（25番人気）
馬単票数 計 444033 的中 �� 1225（59番人気）
ワイド票数 計 904472 的中 �� 12342（17番人気）�� 18788（11番人気）�� 82032（2番人気）
3連複票数 計1802656 的中 ��� 25469（14番人気）
3連単票数 計1833903 的中 ��� 1524（224番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―10．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．9―32．4―43．4

上り4F43．3－3F33．3
勝馬の
紹 介

セ ル レ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．8．24 新潟2着

2017．4．8生 牝3鹿 母 ダイワミストレス 母母 サウンドバイト 7戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンスピネル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2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。
（非抽選馬） 3頭 エルスネル号・クレスコアンジェラ号・ピースサイン号

20040 8月2日 晴 稍重 （2新潟2） 第4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

35 クリノキングボス 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B470－ 81：52．9 3．8�
11 スワーヴシールズ �3鹿 56 川田 将雅�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 482± 01：53．22 3．8�
46 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 490－ 21：53．62 10．9�
815 ウィップラッシュ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B474＋ 41：53．92 7．1�
611 サトノマッスル 牡3青鹿56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 454± 01：54．43 12．9	
23 スズカスペクトル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B444＋ 81：54．72 10．8

713 キズナハイトーン �3黒鹿56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 468－121：54．91� 23．2�
22 ハクアイオウ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �H.Iコーポレーション 石橋 守 日高 広中 稔 522＋ 41：55．0� 156．1�
47 サクセスリボーン 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 492－ 41：55．1� 4．2
58 ベルクハイム 牡3栗 56

54 △菅原 明良 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 548＋ 81：55．41� 70．9�

610 サンライトジュンコ 牝3黒鹿54 城戸 義政北川 勉氏 奥村 豊 新冠 ラツキー牧場 490＋16 〃 ハナ 97．1�
712 アプローズパワー 牝3鹿 54 伊藤 工真吉野 弘司氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 432＋ 41：55．61� 99．2�
814 テーオーニーチェ 牡3芦 56 高倉 稜小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 81：56．98 288．7�
59 メイショウウナサカ 牡3栗 56 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468＋ 61：57．75 133．3�
34 ヘヴンレーヴ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新天堀 忠博氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 394－ 42：00．0大差 255．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 51，001，900円 複勝： 83，250，000円 枠連： 15，883，700円
馬連： 91，934，600円 馬単： 36，768，500円 ワイド： 78，450，200円
3連複： 133，507，100円 3連単： 147，532，600円 計： 638，328，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 220円 枠 連（1－3） 710円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 310円 �� 490円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 510019 的中 � 105558（1番人気）
複勝票数 計 832500 的中 � 170462（1番人気）� 155858（2番人気）� 77494（5番人気）
枠連票数 計 158837 的中 （1－3） 17330（3番人気）
馬連票数 計 919346 的中 �� 100284（1番人気）
馬単票数 計 367685 的中 �� 19979（2番人気）
ワイド票数 計 784502 的中 �� 70917（1番人気）�� 40443（5番人気）�� 25394（11番人気）
3連複票数 計1335071 的中 ��� 53632（3番人気）
3連単票数 計1475326 的中 ��� 14441（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．7―13．3―13．0―12．4―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．3―49．6―1：02．6―1：15．0―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノキングボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Excellent Art デビュー 2019．10．13 京都10着

2017．5．5生 牡3栗 母 オンケンバヤソワカ 母母 Eglesia 12戦1勝 賞金 13，130，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘヴンレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2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〕 ヘヴンレーヴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月2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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノガオガオ号・メイショウアサヒ号・ラブリーモーション号
（非抽選馬） 6頭 セレーネグランツ号・トーホウカッフェ号・ネオデレヤ号・マテンロウヴァモス号・ヨドノドリーム号・

ロッシュローブ号



20041 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4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 ハ ヴ ァ ス 牡2鹿 54 丸山 元気�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454 ―1：35．6 30．8�

713 プラウドルック 牝2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440 ―1：35．81� 3．0�
23 ウインミニヨン 牝2栗 54 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 406 ― 〃 クビ 45．5�
47 ジ ネ ス ト ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430 ―1：36．12 5．4�
510 オーケーパッション 牝2鹿 54 石橋 脩小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 464 ―1：36．2� 23．8	
816 トーホウディアス 牡2栗 54 国分 優作東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 430 ―1：36．41� 120．0

59 アカイトリノムスメ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440 ―1：36．82 2．5�
36 スパラキシス 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 454 ― 〃 クビ 46．4�
714 ビービーラノビア 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 432 ― 〃 ハナ 77．8
35 クラーロイメル 牝2青鹿54 荻野 極ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 448 ― 〃 ハナ 12．5�
818 レスペディーザ 牝2鹿 54 M．デムーロ�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 428 ―1：37．65 36．4�
11 ノーブルスター 牡2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500 ― 〃 クビ 71．1�
611 ナンヨーノワール 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 462 ―1：37．8� 113．6�
612 ニシノカタパルト 牡2栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 468 ―1：38．11� 251．1�
24 クリノラピッド 牝2黒鹿54 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 448 ― 〃 クビ 173．7�
48 ネフュージュニア 牡2芦 54 �島 克駿大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 486 ―1：39．48 249．1�
817 フラッシュヒーロー 牡2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 日高 滝本 健二 444 ―1：39．82� 302．1�
12 イ ー ジ ス 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 476 ―1：40．86 290．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 78，228，300円 複勝： 72，174，700円 枠連： 19，134，300円
馬連： 87，943，800円 馬単： 45，844，500円 ワイド： 71，983，800円
3連複： 130，395，400円 3連単： 159，746，500円 計： 665，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 520円 � 140円 � 710円 枠 連（7－7） 3，100円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 6，330円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 22，550円 3 連 単 ��� 168，330円

票 数

単勝票数 計 782283 的中 � 21555（6番人気）
複勝票数 計 721747 的中 � 27972（6番人気）� 202861（1番人気）� 19803（9番人気）
枠連票数 計 191343 的中 （7－7） 4779（11番人気）
馬連票数 計 879438 的中 �� 21400（10番人気）
馬単票数 計 458445 的中 �� 3572（24番人気）
ワイド票数 計 719838 的中 �� 17748（8番人気）�� 2840（46番人気）�� 10832（15番人気）
3連複票数 計1303954 的中 ��� 4336（59番人気）
3連単票数 計1597465 的中 ��� 688（345番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．8―48．6―1：01．2―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 5，15－14，11（6，12）（7，13，16）（10，9，18）1（3，8）（2，4）＝17 4 5－15（14，11）（6，12，13，16）7（1，10）9（3，18）（2，4）－8，17

勝馬の
紹 介

ハ ヴ ァ ス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2018．4．6生 牡2鹿 母 ペ ル フ ィ カ 母母 スティーリンキッシーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ノーブルスター号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 ジネストラ号の騎手三浦皇成は，4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：10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イージス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2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 ハートロック号・マリブスターソング号

20042 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時00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
1：08．7
1：07．8

良
良

24 デイトンウェイ 牡2栗 54
53 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 488 ―1：11．6 6．0�

817 ナムラスパロー 牝2青鹿54 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 いとう牧場 396 ― 〃 アタマ 50．5�
12 ヒマラヤクリス 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小手川 準 新ひだか 坂本 智広 454 ― 〃 クビ 89．8�
59 フライングバレル 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 464 ―1：11．7クビ 2．1�
11 インヴァネス 牝2青 54

52 △菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 438 ―1：11．8� 5．2	
48 トーアアネラ 牝2鹿 54 小崎 綾也高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 470 ―1：12．01� 73．2

816 メイショウイジゲン 牡2芦 54 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428 ―1：12．1	 38．4�
47 ロングジャーニー 牝2栗 54 木幡 巧也密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 466 ― 〃 クビ 40．0�
23 パピードッグ 牝2鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 464 ― 〃 アタマ 87．2
510 ラガートゥインクル 牝2黒鹿54 藤懸 貴志奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 414 ―1：12．31 43．0�
35 トーティシェル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 406 ―1：12．62 82．0�
612 ゴーゴーレインボー 牝2黒鹿54 丸山 元気星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444 ―1：12．81� 18．4�
611 バナナムーン 牝2鹿 54 武藤 雅田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 大滝 康晴 450 ― 〃 ハナ 182．9�
36 ボ ニ ー ト 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山口 義彦 410 ― 〃 ハナ 153．4�
713 ク ム リ ポ 牡2鹿 54 石橋 脩�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 460 ―1：12．9クビ 7．9�
714 ブロードマリー 牝2鹿 54 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 432 ―1：13．0� 138．0�
818 テイエムグレイト 牡2芦 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 492 ― 〃 クビ 228．5�
715 ホ タ ル マ ル 牡2芦 54 幸 英明 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 460 ―1：14．610 63．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 64，001，900円 複勝： 64，533，200円 枠連： 18，600，200円
馬連： 75，679，300円 馬単： 36，738，700円 ワイド： 66，634，800円
3連複： 113，174，500円 3連単： 124，837，900円 計： 564，200，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 1，110円 � 1，290円 枠 連（2－8） 3，680円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 22，130円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 7，230円 �� 28，570円

3 連 複 ��� 281，990円 3 連 単 ��� 1，350，850円

票 数

単勝票数 計 640019 的中 � 89416（3番人気）
複勝票数 計 645332 的中 � 82982（3番人気）� 13849（9番人気）� 11766（11番人気）
枠連票数 計 186002 的中 （2－8） 3917（13番人気）
馬連票数 計 756793 的中 �� 4547（32番人気）
馬単票数 計 367387 的中 �� 1245（49番人気）
ワイド票数 計 666348 的中 �� 4780（31番人気）�� 2376（59番人気）�� 597（115番人気）
3連複票数 計1131745 的中 ��� 301（359番人気）
3連単票数 計1248379 的中 ��� 67（1789番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．2―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．2―48．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デイトンウェイ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 スニッツェル 初出走

2018．3．12生 牡2栗 母 ビバリーヒルズ 母母 ブリリアントベリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 フライングバレル号は，枠入り不良。
〔制裁〕 フライングバレル号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・16番）
※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。
（非当選馬） 7頭 カキエモン号・シーオブクラウズ号・ツーエムタイガー号・ノアブラック号・ノーブルオリンピア号・

バールベック号・ベルザキャット号



20043 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・左・外）（500万円以下）

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

510 チビラーサン 牝4栗 55
54 ☆木幡 育也瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 41：33．5 19．9�

715 プティシュシュ 牝3青鹿 52
50 △菅原 明良小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 444＋ 4 〃 クビ 7．1�

612 メイショウベッピン 牝3鹿 52 三浦 皇成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 474＋ 41：33．6クビ 11．6�
59 トウケイミラ 牝3鹿 52 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 430－ 41：33．7� 8．3�
818 フォースオブウィル 牡3栗 54 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460＋ 4 〃 クビ 14．0�
47 ベルキューティ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 414＋ 61：33．91� 19．5	
48 ウインドラブリーナ 牝3黒鹿52 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 422＋12 〃 アタマ 31．6

816 コンフィテーロ 牡3青鹿54 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋101：34．0� 6．4�
24 エターナルハート 牝3黒鹿52 北村 友一 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 404＋ 21：34．21� 3．1
35 	 カンパーニャ 牡4栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 456＋ 2 〃 クビ 12．5�
817 ショウナンラペット 牝3鹿 52 �島 克駿�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 414－ 4 〃 ハナ 57．2�
12 ニューアビリティ 牡4栗 57

56 ☆岩田 望来 �ビクトリーホースランチ 橋田 満 新ひだか 大平牧場 490＋141：34．3� 33．4�
23 メイショウマサヒメ 牝3青鹿 52

49 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 488＋ 81：34．51� 22．7�
714 トウカイオルデン 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 486＋22 〃 クビ 42．5�
36 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B454± 01：35．03 236．1�

11 ソルトキャピタル 牡3鹿 54
53 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 512＋10 〃 アタマ 39．6�

611	 オ ル ト シ ア 牝5鹿 55 荻野 極�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 450＋ 61：35．53 253．1�
713 モダンテイスト 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 広田牧場 458＋ 21：35．71� 279．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 66，495，000円 複勝： 105，108，200円 枠連： 24，719，500円
馬連： 125，381，100円 馬単： 44，447，500円 ワイド： 106，733，000円
3連複： 193，979，700円 3連単： 184，449，200円 計： 851，313，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 530円 � 230円 � 350円 枠 連（5－7） 1，630円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 17，180円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 2，970円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 22，430円 3 連 単 ��� 165，700円

票 数

単勝票数 計 664950 的中 � 26720（9番人気）
複勝票数 計1051082 的中 � 46972（8番人気）� 133043（2番人気）� 75846（6番人気）
枠連票数 計 247195 的中 （5－7） 11683（7番人気）
馬連票数 計1253811 的中 �� 12530（30番人気）
馬単票数 計 444475 的中 �� 1940（64番人気）
ワイド票数 計1067330 的中 �� 11068（34番人気）�� 9124（43番人気）�� 23260（10番人気）
3連複票数 計1939797 的中 ��� 6486（80番人気）
3連単票数 計1844492 的中 ��� 807（569番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．3―47．4―59．5―1：10．6―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チビラーサン �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 東京2着

2016．3．17生 牝4栗 母 サウンドオブハート 母母 シンメイミネルバ 11戦2勝 賞金 20，596，000円

20044 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

610 ファイヤーテーラー 牝3栗 52 武藤 雅中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 480＋ 61：10．9 2．2�
815 シンゼンマックス 牡4栗 57

55 △菅原 明良原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 480＋ 6 〃 クビ 18．6�
59 コパノマーキュリー 牡3鹿 54 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 498＋ 61：11．22 9．3�
46 ドンマニフィコ 牡3芦 54

53 ☆岩田 望来山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 442＋ 61：11．41 14．2�
611 リリーミニスター �3芦 54 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 466－121：11．61 7．5�
713 メイショウアマギ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 01：11．91� 15．2�
712 ミヤコシスター 牝3鹿 52 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 464－ 6 〃 アタマ 5．6	
35 � コスモクウェンチ 牡6鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 41：12．0� 61．6

22 サルウェーテ 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 B470－ 61：12．53 232．5�
23 � ト ク ダ ワ ラ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新冠 浜口牧場 522－ 31：12．6	 79．6�
58 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿57 野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 478＋ 21：12．7	 23．2
814 コーリングローリー 牡3栗 54

53 ☆菊沢 一樹伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 452＋141：12．8	 25．9�
47 � シゲルブルーダイヤ 牡4鹿 57 柴田 大知森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 杵臼牧場 498－231：13．54 28．4�
11 テイエムレビュー 牝3栗 52

51 ☆富田 暁竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 482＋121：13．71	 22．0�
34 � ワンダーグロウス 牝4黒鹿55 
島 克駿山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 474－ 71：16．4大差 134．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，479，400円 複勝： 79，779，800円 枠連： 24，054，500円
馬連： 113，613，700円 馬単： 46，321，400円 ワイド： 89，740，900円
3連複： 175，104，400円 3連単： 191，308，900円 計： 773，403，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 360円 � 250円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 680円 �� 410円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 15，580円

票 数

単勝票数 計 534794 的中 � 189160（1番人気）
複勝票数 計 797798 的中 � 252760（1番人気）� 40772（7番人気）� 66035（4番人気）
枠連票数 計 240545 的中 （6－8） 22312（3番人気）
馬連票数 計1136137 的中 �� 48114（6番人気）
馬単票数 計 463214 的中 �� 12106（9番人気）
ワイド票数 計 897409 的中 �� 33663（6番人気）�� 60254（2番人気）�� 13254（20番人気）
3連複票数 計1751044 的中 ��� 35238（11番人気）
3連単票数 計1913089 的中 ��� 8901（35番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―46．4―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 10（12，15）（6，14）11，7（5，8，13）（3，9）－2－1，4 4 10（12，15）（6，14）－11（7，8，13）（5，9）3，2－1，4

勝馬の
紹 介

ファイヤーテーラー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．8．11 新潟2着

2017．5．6生 牝3栗 母 カノヤトップレディ 母母 ウッドマンズシック 12戦2勝 賞金 29，280，000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〕 ワンダーグロウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2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 エイシンネメシス号・クリノクノイチ号・デルマガーネット号・ベルアーシュ号



20045 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

58 アリストテレス 牡3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466＋121：59．7 2．3�
713 アステロイドベルト 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋102：00．12� 5．3�
712 シルバースミス 牝4芦 55 	島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 502± 02：00．2クビ 24．3�
611 オールザワールド 牡3鹿 54 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：00．3
 7．9�
46 �� ファインスティール 牝4鹿 55 石橋 脩岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

520＋ 42：00．61
 16．3�
814 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿54 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：00．7� 6．2	
11 ピ ン シ ェ ル 牡4鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞湖 レイクヴィラファーム 510－ 62：00．91� 7．4

23 クリノブレーヴ 牡3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B454± 02：01．32� 34．0�
22 ハギノベルエキプ 牝4鹿 55 三津谷隼人日隈 良江氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 82：01．4� 25．3�
47 ワセダウォリアー 牡3黒鹿54 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 58．2
34 アトムアストレア 牝5鹿 55 藤井勘一郎永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 488＋ 6 〃 アタマ 281．9�
610 ビービーデフィ �5黒鹿57 酒井 学�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 498＋ 62：01．71
 195．8�
35 ドルフィンマーク �7黒鹿57 川須 栄彦大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B494＋ 82：02．01
 248．7�
815 ミ ラ イ オ ー 牡4鹿 57 岩田 望来林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：02．21 106．7�
59 � サワヤカタイド 牡5青鹿57 和田 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 438－ 22：02．41� 253．4�

（旧姓 岩崎）

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，603，100円 複勝： 98，116，200円 枠連： 23，347，600円
馬連： 149，791，900円 馬単： 56，713，100円 ワイド： 103，321，600円
3連複： 209，051，800円 3連単： 253，107，200円 計： 965，052，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 180円 � 500円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 310円 �� 970円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 716031 的中 � 244084（1番人気）
複勝票数 計 981162 的中 � 250061（1番人気）� 142026（2番人気）� 34563（8番人気）
枠連票数 計 233476 的中 （5－7） 35682（1番人気）
馬連票数 計1497919 的中 �� 178926（1番人気）
馬単票数 計 567131 的中 �� 40491（1番人気）
ワイド票数 計1033216 的中 �� 98066（1番人気）�� 25664（13番人気）�� 15693（20番人気）
3連複票数 計2090518 的中 ��� 38919（11番人気）
3連単票数 計2531072 的中 ��� 17585（21番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．4―12．1―13．0―12．7―12．2―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―35．2―47．3―1：00．3―1：13．0―1：25．2―1：36．7―1：48．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリストテレス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．28 阪神2着

2017．4．8生 牡3鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 7戦2勝 賞金 37，724，000円

20046 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

りゅうと

柳都ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

713 ブランクエンド 牡4鹿 57 川田 将雅諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 81：50．7 2．7�
712 スマートフルーレ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 514＋101：50．8� 4．9�
611 キーフラッシュ 牡5栗 57 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 482－101：50．9	 26．6�
814 フクサンローズ 牝6鹿 55 小林 凌大小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 B462± 01：51．21� 68．8�
58 トラストロン 牝5黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 458＋ 41：51．52 9．4�
610 クイックファイア 牡5鹿 57 中井 裕二下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470－ 61：51．92 6．7�
35 トワイライトタイム 牡5青鹿57 斎藤 新三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 40．1	
47 アフターバーナー 
6鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 81：52．21� 32．5

11 ナンヨープルートー 牡6鹿 57 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 518＋ 41：52．3� 25．0�
23 ネイビーブルー 牡7鹿 57 菅原 明良青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 526＋10 〃 クビ 97．1
22 シ ロ ニ イ 牡6白 57 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 81：52．61	 20．8�
59 ショートストーリー 牡7黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506＋ 8 〃 ハナ 17．0�
815 グレースゼット 牝4芦 55 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 518＋101：53．34 18．1�
34 ト イ ガ ー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗節 英司氏 加藤士津八 新冠 高瀬牧場 558＋221：53．4クビ 10．5�
46 � クリノヒビキ 
5栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 494＋ 41：53．61	 65．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，444，200円 複勝： 115，579，300円 枠連： 36，108，400円
馬連： 179，510，300円 馬単： 63，756，300円 ワイド： 128，827，100円
3連複： 270，233，400円 3連単： 288，363，800円 計： 1，157，822，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 160円 � 390円 枠 連（7－7） 670円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，480円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 754442 的中 � 221782（1番人気）
複勝票数 計1155793 的中 � 270668（1番人気）� 196009（2番人気）� 54160（7番人気）
枠連票数 計 361084 的中 （7－7） 41403（3番人気）
馬連票数 計1795103 的中 �� 202089（1番人気）
馬単票数 計 637563 的中 �� 48065（1番人気）
ワイド票数 計1288271 的中 �� 134759（1番人気）�� 20366（19番人気）�� 21357（16番人気）
3連複票数 計2702334 的中 ��� 38273（11番人気）
3連単票数 計2883638 的中 ��� 11024（34番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．5―12．8―12．3―12．3―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―23．3―35．8―48．6―1：00．9―1：13．2―1：26．0―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランクエンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．9．8 中山2着

2016．2．23生 牡4鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 16戦4勝 賞金 68，059，000円
※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） 8頭 アイアムレジェンド号・エクスパートラン号・エンダウメント号・ゲンパチルシファー号・サンライズセナ号・

ニューモニュメント号・バーンスター号・ラクローチェ号

１レース目 ３レース目



20047 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

かんえつ

関越ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

712 ザ ダ ル 牡4栗 56 川田 将雅 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 41：45．3 2．6�
814 ウインガナドル 牡6黒鹿56 松若 風馬�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 460－ 41：45．83 7．4�
33 トリコロールブルー 牡6青鹿56 岩田 望来 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋101：45．9	 5．6�
22 プロディガルサン 牡7鹿 56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B512± 01：46．0クビ 19．4�
45 ロシュフォール 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512－ 81：46．1
 7．2	
57 レッドローゼス 牡6鹿 57 幸 英明 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 488± 01：46．31
 20．2

711 サーブルオール 牡7鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：46．4
 51．4�
11 フ ラ ン ツ 牡5鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋101：46．5	 7．5�
69 ランフォザローゼス 牡4鹿 56 丸山 元気窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500－ 41：46．6クビ 18．9
46 サトノワルキューレ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476± 01：46．91	 17．9�
34 メイショウオワラ 牝6鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 472－ 41：47．0
 46．7�
813 グローブシアター 牡6黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 48．9�
58 ソールインパクト 牡8芦 56 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：47．32 114．7�
610 プラチナムバレット 牡6芦 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 510＋261：50．6大差 160．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 151，272，900円 複勝： 179，711，200円 枠連： 59，142，600円 馬連： 388，364，800円 馬単： 135，673，100円
ワイド： 239，533，900円 3連複： 607，540，000円 3連単： 743，970，100円 5重勝： 907，608，700円 計： 3，412，817，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 160円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 440円 �� 310円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，250円

5 重 勝
対象競走：新潟9R／札幌10R／新潟10R／札幌11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 2，715，060円

票 数

単勝票数 計1512729 的中 � 463904（1番人気）
複勝票数 計1797112 的中 � 448384（1番人気）� 198524（3番人気）� 273839（2番人気）
枠連票数 計 591426 的中 （7－8） 60125（2番人気）
馬連票数 計3883648 的中 �� 297660（3番人気）
馬単票数 計1356731 的中 �� 70235（2番人気）
ワイド票数 計2395339 的中 �� 138790（2番人気）�� 216560（1番人気）�� 88472（5番人気）
3連複票数 計6075400 的中 ��� 265268（1番人気）
3連単票数 計7439701 的中 ��� 86226（4番人気）
5重勝票数 計9076087 的中 ����� 234

ハロンタイム 12．5―10．5―11．0―11．6―11．8―11．8―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―34．0―45．6―57．4―1：09．2―1：20．9―1：33．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2019．1．12 中山1着

2016．2．12生 牡4栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 8戦4勝 賞金 78，053，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナムバレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月2日まで平地競

走に出走できない。

20048 8月2日 晴 良 （2新潟2） 第4日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 アスクジョーダン �8鹿 57 小崎 綾也廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 500－ 41：11．3 11．3�
610	 イ ッ シ ン 牡3鹿 54 
島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 556± 01：11．61� 5．6�
611� サンマルペンダント 牝6栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 456＋26 〃 アタマ 44．3�
712 ワンダーアフィラド 牡4鹿 57 川須 栄彦山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B498＋ 8 〃 ハナ 16．2�
59 メイショウウズマサ 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490－12 〃 クビ 5．5�
23 マリアルージュ 牝4青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 472－ 21：11．7クビ 4．3�
35 ドラゴンズバック 牡3鹿 54

52 △菅原 明良田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 462＋ 81：11．91 13．5	
814 サーストンバーラム 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474＋ 2 〃 クビ 6．7

58 ロードシュタルク 牡4栗 57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 41：12．0� 92．6�
713 ニシノラディアント 牡7鹿 57 荻野 極西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 8 〃 クビ 36．8
11 � モ ハ ー 牝6栗 55

52 ▲小林 脩斗北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 504± 01：12．42 19．7�
47 カモンスプリング 牡4鹿 57 吉田 豊石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 512＋101：13．25 97．2�
34 ワディアルヒタン 牝4青鹿55 杉原 誠人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 464＋101：13．41 43．1�
46 ダンツブライト 牝4栗 55 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 478＋181：13．82� 111．9�
22 	 パリテソーロ 牝4黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

430－ 21：14．75 7．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 123，112，200円 複勝： 172，520，400円 枠連： 60，716，200円
馬連： 267，993，300円 馬単： 98，170，100円 ワイド： 211，775，900円
3連複： 434，165，900円 3連単： 509，727，300円 計： 1，878，181，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 340円 � 240円 � 860円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 3，470円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 31，570円 3 連 単 ��� 164，830円

票 数

単勝票数 計1231122 的中 � 86516（6番人気）
複勝票数 計1725204 的中 � 133336（6番人気）� 214004（3番人気）� 45486（11番人気）
枠連票数 計 607162 的中 （6－8） 39256（4番人気）
馬連票数 計2679933 的中 �� 57859（15番人気）
馬単票数 計 981701 的中 �� 9537（33番人気）
ワイド票数 計2117759 的中 �� 50723（11番人気）�� 15508（38番人気）�� 14793（40番人気）
3連複票数 計4341659 的中 ��� 10313（106番人気）
3連単票数 計5097273 的中 ��� 2242（534番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．8―12．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．9―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクジョーダン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．3．29 中京5着

2012．3．20生 �8鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 19戦3勝 賞金 34，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウィンターリリー号・サニーストーム号・スターペスマリア号・ミフトゥーロ号・モズレジーナ号・ラヴノット号・

ロイヤルバローズ号

５レース目



（2新潟2）第4日 8月2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 196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

215，620，000円
6，040，000円
27，800，000円
1，360，000円
25，060，000円
84，733，000円
5，390，000円
1，881，600円

勝馬投票券売得金
897，364，600円
1，207，399，100円
343，200，500円
1，758，881，400円
681，667，500円
1，356，487，800円
2，731，096，000円
3，055，054，700円
907，608，700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
5 重 勝
計 12，938，760，300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4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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