
22049 8月29日 曇 良 （2新潟3） 第5日 第1競走 ��
��1，800�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
1：53．0
1：50．9

重
不良

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 450＋ 61：54．0 5．2�

610 マイネルタイムリー 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム 460＋ 21：55．06 74．5�

34 トーセンエディ 牡2黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 538－ 61：55．1� 40．4�
713 エコロカナワン 牡2鹿 54 木幡 初也原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486＋ 41：55．2� 132．0�
46 ジェイケイマクフィ 牝2鹿 54 北村 宏司小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 470－ 41：55．41 7．1	
815 シークレットギア 牡2鹿 54 武藤 雅 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 446－141：55．61� 39．4

23 ミエノムガール 牡2黒鹿54 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 2．0�
35 コスモコラッジョ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 466－ 41：56．13 6．2
814 マイネルデルフト 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 大北牧場 446－161：56．2	 76．8�
11 ジ ョ ッ ト 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 2 〃 クビ 90．2�
58 タイセイコマンド 牡2鹿 54 武士沢友治田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 470± 01：56．3クビ 21．4�
611 タ カ チ ホ 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 462－ 4 〃 アタマ 95．6�
47 フィジータイム 牡2鹿 54 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 482＋261：58．4大差 64．6�
712 ソンノウジョウイ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 村上牧場 438－ 61：58．93 176．5�
22 キ ル リ ス ト 牡2黒鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468± 0 （競走中止） 21．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，814，900円 複勝： 48，025，500円 枠連： 10，284，800円
馬連： 54，128，800円 馬単： 25，247，700円 ワイド： 44，957，300円
3連複： 85，480，100円 3連単： 99，123，900円 計： 403，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 1，450円 � 810円 枠 連（5－6） 4，200円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 24，240円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，410円 �� 16，090円

3 連 複 ��� 108，470円 3 連 単 ��� 520，750円

票 数

単勝票数 計 358149 的中 � 57316（2番人気）
複勝票数 計 480255 的中 � 81046（2番人気）� 7329（10番人気）� 13734（7番人気）
枠連票数 計 102848 的中 （5－6） 1894（11番人気）
馬連票数 計 541288 的中 �� 2685（30番人気）
馬単票数 計 252477 的中 �� 781（49番人気）
ワイド票数 計 449573 的中 �� 4420（22番人気）�� 4855（20番人気）�� 709（73番人気）
3連複票数 計 854801 的中 ��� 591（164番人気）
3連単票数 計 991239 的中 ��� 138（726番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．5―13．2―12．6―12．2―12．4―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．3―49．5―1：02．1―1：14．3―1：26．7―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キープイットシンポ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．7．4 福島5着

2018．4．9生 牝2黒鹿 母 イットーエンプレス 母母 イットービコー 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走中止〕 キルリスト号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 アイノファンタジー号・キタノシンスケ号・キュン号・テイエムダイアタリ号・ブレスロガール号・ワンプレート号

22050 8月29日 曇 良 （2新潟3） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

57 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 532－ 41：48．6 2．5�

813 ウインザナドゥ 牡2栗 54 津村 明秀�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 21：48．7� 4．5�
710 グローリアスカペラ 牝2栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500－ 41：48．91� 7．8�
11 ケ ル ト 牡2栗 54 岩田 康誠小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：49．53� 64．0�
33 マイネルレガシー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 454± 01：49．71� 72．4�
22 ジェミニテソーロ 牡2黒鹿54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 474＋ 21：49．8クビ 3．6	
711 ヤマタケヴォランテ 牝2栗 54

52 △菅原 明良山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 2 〃 ハナ 38．9

68 スマートワン 牡2青鹿 54

53 ☆斎藤 新橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 466－ 81：50．01� 10．3�
69 アームストロング 牡2黒鹿54 木幡 巧也塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 486－ 41：50．42� 99．8�
44 アレデラヴァン �2鹿 54 江田 照男塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 504－ 21：50．5� 157．2
56 ダンスインザレイン 牝2鹿 54 武藤 雅矢野まり子氏 水野 貴広 新ひだか 山際牧場 420－ 21：50．6� 174．5�
45 レッドインテンス 牡2青鹿54 石橋 脩小島 俊治氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 466－ 21：52．3大差 144．5�

（12頭）
812 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，707，000円 複勝： 50，327，700円 枠連： 7，926，100円
馬連： 47，854，400円 馬単： 24，108，300円 ワイド： 40，404，400円
3連複： 68，045，600円 3連単： 87，232，900円 計： 365，606，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 397070 的中 � 129985（1番人気）
複勝票数 計 503277 的中 � 123306（2番人気）� 91858（3番人気）� 53785（4番人気）
枠連票数 計 79261 的中 （5－8） 10823（2番人気）
馬連票数 計 478544 的中 �� 60403（2番人気）
馬単票数 計 241083 的中 �� 17285（3番人気）
ワイド票数 計 404044 的中 �� 42737（2番人気）�� 22567（6番人気）�� 20793（8番人気）
3連複票数 計 680456 的中 ��� 42766（4番人気）
3連単票数 計 872329 的中 ��� 13581（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．6―47．7―59．8―1：11．8―1：23．7―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレアリングアイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．8．1 新潟3着

2018．3．1生 牡2鹿 母 ストライキングアイ 母母 ゴールデンドックエー 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔出走取消〕 リチェルカ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

第３回 新潟競馬 第５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



22051 8月29日 曇 良 （2新潟3） 第5日 第3競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 メ シ ア ン 牝3栗 54
52 △菅原 明良梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 452－ 61：11．7 4．0�

22 キ ラ ラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 478＋ 21：12．02 2．8�
11 セイウンノア 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 504± 01：12．42 59．8�
610 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－ 61：12．5� 9．6�
713 ショーショーショー 牡3栃栗56 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 512－101：12．6� 7．1�
35 ス ウ ェ ア ー 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B506＋ 81：12．7� 5．4	
712 ホ ト ダ ニ ー 牡3鹿 56 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 466＋ 21：12．91	 63．4

46 クリアサンシャイン 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 ハナ 39．1�
58 エクステンデット 牡3栗 56 岩田 康誠�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B432－ 21：13．11	 28．4�
34 ピースサイン 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 392－ 81：13．42 326．2
815 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472－ 4 〃 アタマ 15．5�
814 ショウナンサモン 牡3栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 488＋ 21：13．71� 24．7�
59 アシュモレアン 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 クビ 78．5�
23 ファインラン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗田畑 利彦氏 岩戸 孝樹 浦河 笹島 政信 B518＋ 81：14．12� 249．8�
611 フェアリーモナック 牡3栗 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 小倉牧場 498＋ 21：14．73� 153．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，194，800円 複勝： 55，396，300円 枠連： 11，234，400円
馬連： 61，479，700円 馬単： 28，268，200円 ワイド： 55，626，700円
3連複： 91，883，700円 3連単： 96，806，600円 計： 439，890，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 880円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，190円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 45，630円

票 数

単勝票数 計 391948 的中 � 76702（2番人気）
複勝票数 計 553963 的中 � 111433（2番人気）� 121231（1番人気）� 10336（10番人気）
枠連票数 計 112344 的中 （2－4） 15366（1番人気）
馬連票数 計 614797 的中 �� 71176（1番人気）
馬単票数 計 282682 的中 �� 15476（2番人気）
ワイド票数 計 556267 的中 �� 55458（1番人気）�� 4083（37番人気）�� 4665（29番人気）
3連複票数 計 918837 的中 ��� 6201（38番人気）
3連単票数 計 968066 的中 ��� 1538（146番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．4―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―47．1―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（2，7）12，5（1，15）（8，9）（13，11）（10，14）6，3－4 4 2，7（1，5，12）（8，15）（10，9，13）14，11，6－3，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ シ ア ン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Woodman デビュー 2019．10．15 東京5着

2017．3．18生 牝3栗 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 8戦1勝 賞金 9，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フォーハンズプレイ号

22052 8月29日 曇 良 （2新潟3） 第5日 第4競走 ��1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

23 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B464－ 21：52．8 7．5�
34 キットサクラサク 牡3栗 56 木幡 巧也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466± 01：53．65 5．9�
11 ブライトンビーチ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良坂巻 勝彦氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：53．7� 6．5�
611 フクサングレート 牡3鹿 56 野中悠太郎小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 B478± 01：53．91� 22．5�
46 タイムモーメント 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 0 〃 ハナ 7．3	
610 ダイワミラクル 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 3．0

814 ウィシュワールド 牡3鹿 56 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 506＋ 21：54．75 257．0�
35 トランペットシェル 牡3芦 56

55 ☆木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 500＋101：54．8� 34．9�
815 コンチサエッタ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社
フォレブルー 466－ 41：55．22� 39．5

22 ファクトベース 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 474－ 8 〃 アタマ 8．2�

47 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 486＋ 21：55．83� 75．0�

712 アナザーチャンス 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B442－ 41：56．33 142．0�
59 ロッソビアンコネロ 牡3栗 56 柴田 善臣星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 506＋ 61：56．83 54．5�
713 スエーニョルシード 牡3鹿 56 武藤 雅 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 560－ 21：57．22� 21．2�
58 レッドベロム �3鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B496－142：13．5大差 51．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，968，900円 複勝： 61，538，100円 枠連： 12，320，300円
馬連： 61，122，900円 馬単： 25，451，900円 ワイド： 58，715，800円
3連複： 91，800，100円 3連単： 99，218，900円 計： 451，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 320円 � 200円 � 180円 枠 連（2－3） 1，030円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，140円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 25，170円

票 数

単勝票数 計 409689 的中 � 43486（5番人気）
複勝票数 計 615381 的中 � 41939（6番人気）� 86099（3番人気）� 97683（2番人気）
枠連票数 計 123203 的中 （2－3） 9258（5番人気）
馬連票数 計 611229 的中 �� 23608（7番人気）
馬単票数 計 254519 的中 �� 4894（15番人気）
ワイド票数 計 587158 的中 �� 23022（7番人気）�� 12723（14番人気）�� 26193（5番人気）
3連複票数 計 918001 的中 ��� 15638（14番人気）
3連単票数 計 992189 的中 ��� 2857（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．6―1：02．1―1：14．7―1：27．9―1：39．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルセウスシチー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．14 中山8着

2017．5．14生 牡3黒鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 8戦1勝 賞金 8，890，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドベロム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月29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〕 アナザーチャンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月29日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テントゥワン号



22053 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第5競走 ��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

715 モメントグスタール 牡2鹿 54
52 △菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 450 ―1：37．9 14．3�

816 スペシャルトーク 牡2青鹿54 柴田 善臣ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 460 ―1：38．11� 22．1�
818 ウエスタンエポナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436 ―1：38．3� 4．6�
817 クールヴィンソン 牡2鹿 54 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 北田 剛 436 ― 〃 クビ 14．3�
36 ロードエクレール 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 468 ― 〃 ハナ 3．4�
713 フェスティヴノンノ 牝2栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 464 ―1：38．93� 94．3	
612 アイディアリスト 牡2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 490 ―1：39．11 39．4

48 エコロマンボ 牝2鹿 54 石橋 脩原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 494 ―1：39．2� 5．3�
23 ロングテール 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 490 ―1：39．62� 10．0�
59 アイリッシュボム 牡2鹿 54 杉原 誠人ミルファーム 蛯名 利弘 様似 様似堀牧場 478 ―1：39．7� 200．1�
24 ディヴァインギフト 牝2黒鹿54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：39．8� 85．4�
611 カズノローマン 牡2鹿 54 嶋田 純次鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 惣田 英幸 472 ―1：40．11� 80．0�
714 ラストストーリー 牡2鹿 54

51 ▲原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 408 ―1：40．84 261．5�
11 キタノインディ 牡2鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 456 ―1：40．9� 9．2�
35 テンペスタース 牡2鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466 ―1：41．32� 191．3�
47 ウィンドスピナー 牝2鹿 54 武藤 雅 社台レースホース稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 424 ―1：41．4� 53．6�
510 テイエムトッピー 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 504 ―1：43．6大差 213．4�

12 トーアテンジン 牡2黒鹿54 伴 啓太高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 420 ―1：43．7� 297．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，616，200円 複勝： 44，133，800円 枠連： 13，576，000円
馬連： 49，278，400円 馬単： 21，612，700円 ワイド： 40，047，300円
3連複： 70，841，800円 3連単： 68，489，700円 計： 343，595，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 370円 � 560円 � 210円 枠 連（7－8） 1，350円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 18，870円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 970円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 12，140円 3 連 単 ��� 76，860円

票 数

単勝票数 計 356162 的中 � 21064（6番人気）
複勝票数 計 441338 的中 � 30248（7番人気）� 17995（8番人気）� 63795（3番人気）
枠連票数 計 135760 的中 （7－8） 7738（5番人気）
馬連票数 計 492784 的中 �� 5104（25番人気）
馬単票数 計 216127 的中 �� 859（57番人気）
ワイド票数 計 400473 的中 �� 5052（25番人気）�� 10856（10番人気）�� 7417（17番人気）
3連複票数 計 708418 的中 ��� 4375（40番人気）
3連単票数 計 684897 的中 ��� 646（259番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．5―50．7―1：03．2―1：14．6―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モメントグスタール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2018．4．27生 牡2鹿 母 ハーモニーフェア 母母 ファーストチェア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムトッピー号・トーアテンジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月

29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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アヴァノス号・ゴスホーククレスト号・ツクバエクレール号・ナムラマカルー号・フカイ号・ラッキートゥユー号・

ロイバルト号

22054 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左・外）

牝；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 アナザーリリック 牝2鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．2 6．2�
510 セ リ シ ア 牝2芦 54 北村 宏司西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 476 ―1：36．52 28．7�
612 レッジョエミリア 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 444 ―1：36．71� 48．2�
59 シュトゥルーデル 牝2芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 412 ―1：36．91� 3．0�
48 スターオブソフィア 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大光安 了氏 小手川 準 日高 原田ファーム 398 ― 〃 クビ 205．4	
611 ビ ギ ニ ン グ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹手嶋 康雄氏 小手川 準 浦河 小島牧場 418 ―1：37．0クビ 175．1

818 スイーツマジック 牝2鹿 54 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 496 ―1：37．21� 40．9�
35 メジャーアゲン 牝2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 454 ―1：37．3� 30．8�
12 レーヴドゥラプレリ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 452 ―1：37．83 4．4
23 ミッキーハロー 牝2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 426 ―1：38．65 6．3�
714 モッツアフィアート 牝2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 450 ―1：39．23� 151．3�
816 モリノハンター 牝2芦 54

52 △菅原 明良森 和久氏 大江原 哲 新ひだか タイヘイ牧場 478 ―1：39．62� 168．0�
24 レヴィーアクイーン 牝2鹿 54 岩田 康誠奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484 ―1：39．7クビ 11．7�
713 シ ヴ ァ タ ウ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 城地牧場 456 ― 〃 クビ 238．7�
36 ゲームアプレット 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 444 ―1：39．91� 78．0�
817 ハイパーアクセラ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣前田 清二氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 442 ―1：40．53� 170．8�

（フェイスミルク）

47 ムスタクッカ 牝2青鹿54 武藤 雅村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 482 ―1：41．13� 13．2�
11 トーセンジゼル 牝2黒鹿54 野中悠太郎島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 412 ―1：41．52� 257．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，339，400円 複勝： 54，051，400円 枠連： 13，204，800円
馬連： 56，450，500円 馬単： 23，729，600円 ワイド： 44，852，300円
3連複： 76，114，700円 3連単： 81，056，600円 計： 392，799，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 620円 � 1，110円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，040円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 52，030円 3 連 単 ��� 214，470円

票 数

単勝票数 計 433394 的中 � 58551（3番人気）
複勝票数 計 540514 的中 � 84761（3番人気）� 20735（7番人気）� 10977（10番人気）
枠連票数 計 132048 的中 （5－7） 12726（3番人気）
馬連票数 計 564505 的中 �� 6605（19番人気）
馬単票数 計 237296 的中 �� 1885（33番人気）
ワイド票数 計 448523 的中 �� 5905（19番人気）�� 5721（20番人気）�� 1981（44番人気）
3連複票数 計 761147 的中 ��� 1097（111番人気）
3連単票数 計 810566 的中 ��� 274（507番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．9―12．5―12．3―11．6―11．4―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 18，10（4，9，7）12（8，14）15，5（3，11）（2，16）－13－17－6＝1 4 18（4，10）（9，7，12）（8，14，15）（5，11，2）－（3，16）13＝17－6＝1

勝馬の
紹 介

アナザーリリック �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2018．3．17生 牝2鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンジゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月29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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アイアゲート号・ヴィータハイジア号・ウェイヴアナリシス号・エミージョ号・コーヒーソフト号・

ゴールデンシエロ号・サードウェーブ号・トーセンカトリーヌ号・ニシノリース号・ブリランテイモン号・
フルフィル号・マカラプア号・マスカレード号・マンヌポルト号・メジャーベルン号・ユイアンデービス号



22055 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時25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

36 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 446± 01：48．5 2．4�
715 シ ャ ト ン 牝3黒鹿54 野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 454－ 41：48．6� 5．9�
47 ロジマジェスティ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 430－ 61：48．92 34．1�
713 ク ロ ス キ ー �3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516－ 41：49．21� 16．8�
612 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424± 01：49．3� 7．0�
35 チャオコーリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 412± 01：49．51	 10．8	
12 グロースザゴールド 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456＋ 41：49．6� 66．7

59 ダイワセントライト 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 12．0�
818 コースタルチャート 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462－ 41：49．81 27．2�
48 マイネルロベルト 牡3芦 56 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 4 〃 クビ 12．6�
23 ショウナンアクア 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 478＋181：50．33 33．4�
24 ハワーマハル 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 462－ 21：50．51	 23．2�
816 ハイテイブルース 牡3栗 56 的場 勇人中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 482－101：50．71	 52．9�
714 ムーンライトリバー 牝3鹿 54 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 430＋ 71：50．8� 50．1�
510 サクラジマテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス 加藤 和宏 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：51．11� 107．7�

817 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 B452－ 4 〃 クビ 111．4�

611 トモジャブルーノ 牡3栃栗56 武藤 雅吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 476－ 21：51．41� 137．8�
11 スズランブライト 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 浦河 中脇 満 448＋ 91：54．9大差 300．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，522，100円 複勝： 59，047，300円 枠連： 15，947，100円
馬連： 66，914，100円 馬単： 25，225，800円 ワイド： 57，725，700円
3連複： 98，878，100円 3連単： 95，296，000円 計： 458，556，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 190円 � 600円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，170円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 32，650円

票 数

単勝票数 計 395221 的中 � 128004（1番人気）
複勝票数 計 590473 的中 � 127440（1番人気）� 86283（3番人気）� 18359（10番人気）
枠連票数 計 159471 的中 （3－7） 22448（1番人気）
馬連票数 計 669141 的中 �� 64295（1番人気）
馬単票数 計 252258 的中 �� 12536（1番人気）
ワイド票数 計 577257 的中 �� 37538（2番人気）�� 12276（11番人気）�� 5034（30番人気）
3連複票数 計 988781 的中 ��� 9226（19番人気）
3連単票数 計 952960 的中 ��� 2116（68番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．4―12．7―12．6―11．5―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．2―48．6―1：01．3―1：13．9―1：25．4―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスミルドレッド �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．10．15 東京2着

2017．2．3生 牝3黒鹿 母 メジロミドウ 母母 メジロサンドラ 10戦1勝 賞金 19，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズランブライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月29日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 スズランブライト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月29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 エルモアットーレ号・カランクール号・サクラヴァルール号

22056 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 パールデュー 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：52．7 9．0�
23 ミモザゴール 牝3鹿 52 三浦 皇成 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 482± 01：52．8� 2．6�
814 アドアステラ 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B450－ 61：52．9� 6．3�
47 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 52 木幡 巧也 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：53．0クビ 20．3�
34 タイセイプルミエ 牝3鹿 52

49 ▲原 優介田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 470－ 61：53．1� 189．2	
610 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 462－ 51：53．52� 74．7

46 アナザークイーン 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 61：53．81� 12．0�
59 ピュアブレンド 牝3栗 52

51 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：54．33 4．8�
35 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 岩田 康誠ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464＋ 61：54．4� 38．1
713 ナーシサステソーロ 牝3芦 52

50 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 444＋ 41：54．93 18．7�

11 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 452＋ 61：55．21� 232．6�
22 ダイワクンナナ 牝3鹿 52 内田 博幸大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 ハナ 19．0�
712 ラブロッソー 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 41：55．83� 9．5�
611� アレグレユミティー 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 470－ 41：57．39 310．7�
（14頭）

815 クロスパール 牝4栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，148，300円 複勝： 70，478，700円 枠連： 16，679，100円
馬連： 79，971，300円 馬単： 31，443，200円 ワイド： 64，141，700円
3連複： 114，745，700円 3連単： 120，765，200円 計： 544，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 150円 � 150円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 750円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 差引計 461483（返還計 4847） 的中 � 41018（4番人気）
複勝票数 差引計 704787（返還計 9614） 的中 � 59176（6番人気）� 137543（1番人気）� 133101（2番人気）
枠連票数 差引計 166791（返還計 764） 的中 （2－5） 30301（1番人気）
馬連票数 差引計 799713（返還計 20890） 的中 �� 45318（2番人気）
馬単票数 差引計 314432（返還計 8954） 的中 �� 6190（12番人気）
ワイド票数 差引計 641417（返還計 21586） 的中 �� 24109（7番人気）�� 21585（9番人気）�� 32901（2番人気）
3連複票数 差引計1147457（返還計 60499） 的中 ��� 25650（5番人気）
3連単票数 差引計1207652（返還計 62719） 的中 ��� 4193（48番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―13．0―12．1―12．2―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．0―50．0―1：02．1―1：14．3―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パールデュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．1．13 京都1着

2016．4．5生 牝4黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 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。
〔競走除外〕 クロスパール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クロスパール号は，令和2年8月30日から令和2年9月28日まで出走停止。停止期間の満了後に開

催競馬場で発走調教再審査。



22057 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第9競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

22 � 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 444－121：10．5 22．1�
47 アヴォンリー 牝4栗 55 川又 賢治田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 484＋121：10．6	 3．9�
610 アポロチーター 牡4栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 532＋ 41：10．91
 9．4�
34 メイショウハナモリ 牡4黒鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 510＋ 41：11．21
 11．6�
35 コ ラ ー ド 牡5芦 57 岩田 康誠名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 492－ 4 〃 ハナ 45．7�
46 コパノマーキュリー 牡3鹿 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 496＋101：11．3	 4．5	
815 グラデュエイト 牡5青鹿57 M．デムーロ阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 512－ 41：11．51	 8．1

713 ナイスプリンセス 牝4鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 458＋201：11．71� 28．0�
59 メモワールミノル 牡3芦 54 菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 21：12．01
 6．0�
11 サウンドストリート 牡6鹿 57 北村 宏司増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋101：12．21 172．8
611 ベイオブコトル 牡4鹿 57 武藤 雅ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋121：12．3	 21．7�
712 プロミネンス 牝5鹿 55 藤田菜七子下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 484＋281：12．4
 60．3�
814 タイミングナウ �4鹿 57 斎藤 新�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich

Farms 466－ 61：12．72 14．6�
58 ローゼンクリーガー 牝4青 55 木幡 育也辻 高史氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 462＋ 21：12．8	 30．2�
23 セイドアモール 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 502＋ 4 〃 クビ 40．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，226，700円 複勝： 77，909，400円 枠連： 21，444，200円
馬連： 111，986，600円 馬単： 41，157，200円 ワイド： 85，391，000円
3連複： 165，403，400円 3連単： 169，721，100円 計： 722，239，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 490円 � 180円 � 240円 枠 連（2－4） 1，810円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 14，940円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，680円 �� 720円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 111，150円

票 数

単勝票数 計 492267 的中 � 17815（9番人気）
複勝票数 計 779094 的中 � 33082（8番人気）� 138354（1番人気）� 86663（5番人気）
枠連票数 計 214442 的中 （2－4） 9151（9番人気）
馬連票数 計1119866 的中 �� 15217（20番人気）
馬単票数 計 411572 的中 �� 2066（56番人気）
ワイド票数 計 853910 的中 �� 15327（16番人気）�� 7911（36番人気）�� 31744（4番人気）
3連複票数 計1654034 的中 ��� 11064（34番人気）
3連単票数 計1697211 的中 ��� 1107（407番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンマルペンダント �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 パークリージエント

2014．5．28生 牝6栗 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス 22戦2勝 賞金 31，336，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モリトユウブ号
（非抽選馬）20頭 アストロブレイク号・エリンアクトレス号・オーロラテソーロ号・ギンゴー号・グッドヒューマー号・

クリノビッグサージ号・コスモビスティー号・コパノフィーリング号・ゴールデンチョイス号・サトノユニゾン号・
ショウナンガナドル号・シルバーストーン号・スーパーアキラ号・プタハ号・ホイールバーニング号・
ボナヴィーゴ号・マリノエクスプレス号・メイショウベンガル号・モリトシラユリ号・レッドランサー号

22058 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第10競走 ��
��1，000�

いなずま

稲妻ステークス
発走15時10分 （芝・直線）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

811 ボーンスキルフル 牝5青鹿55 田辺 裕信吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458－ 6 54．4 3．2�
11 � ヒロイックアゲン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 486－ 2 54．82	 6．1�
710 アルミューテン 牝6栗 55 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 506＋ 4 54．9クビ 20．8�
79 ムスコローソ 牡5栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 アタマ 45．7�
33 レッドラウダ 牡7鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B520－ 2 55．0
 45．0�
22 ペイシャドリーム 牝4鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 462± 0 55．1	 19．5	
812 ゲンキチハヤブサ �8栗 57 石橋 脩荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 486＋ 4 〃 ハナ 20．4

67 ファイブフォース 牝6鹿 55 戸崎 圭太�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 4 55．2クビ 8．9�
44 サラドリーム 牝5黒鹿55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 428± 0 〃 アタマ 13．8
55 エンゲージリング 牝5芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 494＋12 〃 クビ 17．0�
68 トーホウレジーナ 牝6栗 55 藤田菜七子東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 498± 0 55．3クビ 2．9�
56 ゴールデンチョイス 牡4青鹿57 北村 宏司田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B460－16 56．15 127．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 67，235，600円 複勝： 89，486，900円 枠連： 26，411，200円
馬連： 139，649，800円 馬単： 57，295，700円 ワイド： 93，273，300円
3連複： 201，617，700円 3連単： 255，473，500円 計： 930，443，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 200円 � 460円 枠 連（1－8） 930円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 430円 �� 820円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 計 672356 的中 � 163173（2番人気）
複勝票数 計 894869 的中 � 181886（2番人気）� 118841（3番人気）� 38206（9番人気）
枠連票数 計 264112 的中 （1－8） 21887（3番人気）
馬連票数 計1396498 的中 �� 122172（2番人気）
馬単票数 計 572957 的中 �� 26941（3番人気）
ワイド票数 計 932733 的中 �� 59632（2番人気）�� 28883（9番人気）�� 12822（21番人気）
3連複票数 計2016177 的中 ��� 30160（15番人気）
3連単票数 計2554735 的中 ��� 10607（41番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．6―10．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．9―32．5―43．1

上り4F42．6－3F32．5
勝馬の
紹 介

ボーンスキルフル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．28 東京6着

2015．4．3生 牝5青鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 15戦4勝 賞金 69，438，000円
※ゴールデンチョイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



22059 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1．8．24以降2．8．23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

新潟放送賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

44 ロードブレス 牡4黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 506＋ 21：50．5 4．2�
78 ハヤブサレジェンド 牡5黒鹿54 菊沢 一樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 518＋ 21：50．6� 6．1�
22 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 7．7�
810 メイプルブラザー 牡6栗 55 森 裕太朗節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 488－ 21：50．81� 10．1�
77 エ イ コ ー ン 牡5鹿 55 柴田 大知西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 468－ 81：51．43� 30．0	
33 ビックリシタナモー 牡6黒鹿54 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506± 01：51．71	 23．5

11 
 アポロテネシー 牡5鹿 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

508－ 51：51．91� 4．7�
55 ハイランドピーク 牡6青鹿57 M．デムーロ島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－10 〃 クビ 3．7
66 グローブシアター 牡6黒鹿54 斎藤 新 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B452－141：52．0	 30．2�
89 ブレスジャーニー 牡6鹿 55 石橋 脩島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 466－ 81：52．21� 29．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 103，346，900円 複勝： 141，799，600円 枠連： 30，510，500円
馬連： 251，833，400円 馬単： 92，890，900円 ワイド： 153，510，300円
3連複： 350，212，000円 3連単： 500，090，600円 計： 1，624，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 190円 � 220円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 480円 �� 520円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 16，400円

票 数

単勝票数 計1033469 的中 � 195400（2番人気）
複勝票数 計1417996 的中 � 273265（2番人気）� 186780（4番人気）� 148735（5番人気）
枠連票数 計 305105 的中 （4－7） 19524（5番人気）
馬連票数 計2518334 的中 �� 141638（6番人気）
馬単票数 計 928909 的中 �� 26721（11番人気）
ワイド票数 計1535103 的中 �� 85316（5番人気）�� 76097（7番人気）�� 41096（13番人気）
3連複票数 計3502120 的中 ��� 68312（14番人気）
3連単票数 計5000906 的中 ��� 22106（56番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．1―13．0―12．8―11．8―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．6―49．6―1：02．4―1：14．2―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードブレス �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2019．1．27 京都7着

2016．4．11生 牡4黒鹿 母 ミステリューズ 母母 レモンバーム 13戦5勝 賞金 65，747，000円

22060 8月29日 晴 良 （2新潟3） 第5日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

47 ソ ス ピ タ 牝3芦 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442＋ 81：21．9 7．0�
715 コミカライズ 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 8．6�
510 ホープホワイト 牝3青鹿 52

50 △菅原 明良 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B456＋12 〃 ハナ 38．6�
714 イ ヴ 牝3栗 52 M．デムーロ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：22．11� 10．6�
11 ダンシングチコ 牝5鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470± 01：22．2クビ 7．6	
24 タマノジュメイラ 牝4鹿 55 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B476－ 8 〃 クビ 27．8

612 チアチアクラシカ 牝3鹿 52 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492－ 21：22．41	 4．4�
36 メデタシメデタシ 牝3鹿 52 武藤 雅堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋101：22．5
 39．4�
12 タイドオーバー 牝5黒鹿55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 446＋ 81：22．81
 41．1
48 � サトノコメット 牝5黒鹿55 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム B470－ 2 〃 クビ 52．0�
818� セイクリッドキング �4鹿 57

54 ▲小林 脩斗 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：22．9クビ 257．8�
817� スマートレジーナ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス
マート 432－ 2 〃 クビ 43．9�

23 オルトルート 牝5栗 55 戸崎 圭太村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 ハナ 10．9�
816 ラキャラントシス 牝3栗 52 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 482＋ 81：23．0クビ 5．2�
59 アテナノワール 牝3黒鹿52 野中悠太郎諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 ハナ 94．5�
611 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 52 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：23．31
 18．5�
35 メルテッドハニー 牝3黒鹿52 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 396＋16 〃 アタマ 26．1�
713� サクラメジャー 牝6鹿 55

52 ▲原 優介�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 462＋171：23．61
 194．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 84，343，200円 複勝： 132，460，600円 枠連： 38，836，800円
馬連： 173，795，800円 馬単： 62，487，700円 ワイド： 150，262，100円
3連複： 291，799，600円 3連単： 292，753，600円 計： 1，226，739，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 340円 � 840円 枠 連（4－7） 1，920円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 8，920円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 4，230円 �� 5，710円

3 連 複 ��� 53，810円 3 連 単 ��� 251，470円

票 数

単勝票数 計 843432 的中 � 95322（3番人気）
複勝票数 計1324606 的中 � 142197（4番人気）� 106511（5番人気）� 36104（12番人気）
枠連票数 計 388368 的中 （4－7） 15602（9番人気）
馬連票数 計1737958 的中 �� 31269（16番人気）
馬単票数 計 624877 的中 �� 5250（32番人気）
ワイド票数 計1502621 的中 �� 21108（18番人気）�� 9106（47番人気）�� 6722（67番人気）
3連複票数 計2917996 的中 ��� 4067（175番人気）
3連単票数 計2927536 的中 ��� 844（807番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．1―12．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．6―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ス ピ タ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2019．6．2 東京7着

2017．2．19生 牝3芦 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 9戦2勝 賞金 21，300，000円
〔発走状況〕 厩舎地区で放馬した馬が馬場内に侵入したため，発走時刻6分遅延。
※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） 4頭 カレンピピ号・グローサーベア号・スズノヤマト号・マーヴェラスクイン号
（非抽選馬） 2頭 シコウ号・スズレジーム号



（2新潟3）第5日 8月29日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

210，940，000円
28，470，000円
1，170，000円
24，490，000円
74，094，500円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
624，464，000円
884，655，300円
218，375，300円
1，154，465，700円
458，918，900円
888，907，900円
1，706，822，500円
1，966，028，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，902，638，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回新潟競馬第5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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