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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

22073 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

813 ド ゴ ー ル 牡4鹿 60 小野寺祐太 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 464－103：07．5 10．0�

711 レイヴンキング �4青鹿60 金子 光希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 63：07．92� 2．5�

610� アーネストホープ �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 83：08．96 22．6�

46 ファストアプローチ �5栗 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 556± 03：09．0� 11．3�
814� ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 83：09．21 10．4�
58 ヨコスカダンディー 牡4栗 60 植野 貴也 	高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 476± 03：09．52 53．8

34 ア マ ゾ ニ カ 牝4栗 58 伴 啓太ディアレストクラブ� 大江原 哲 新ひだか 山野牧場 458＋ 23：09．81	 120．9�
11 ケイアイネイビー 牡4栗 60 蓑島 靖典亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 83：09．9	 8．0�
45 マイティウェイ 牡4黒鹿60 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 492＋ 43：11．17 11．2
22 コスモスターリング 牡4栗 60 三津谷隼人 	ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 488＋ 83：13．3大差 125．3�
712 ニシノオクタゴン 牡5青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 478± 03：13．4� 5．9�
69 � スフバータル �7栗 60 草野 太郎	和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 502－183：13．61� 24．4�
33 ウインドシャルム 牝4栗 58 伊藤 工真福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 448＋123：14．45 106．2�
57 
 リョーノテソーロ 牡5鹿 60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Highland
Yard, LLC 518＋ 2 （競走中止） 16．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，493，500円 複勝： 25，389，800円 枠連： 11，168，600円
馬連： 34，176，300円 馬単： 15，981，000円 ワイド： 27，629，000円
3連複： 60，149，600円 3連単： 61，242，000円 計： 255，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 220円 � 130円 � 430円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，330円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 36，720円

票 数

単勝票数 計 194935 的中 � 15544（4番人気）
複勝票数 計 253898 的中 � 27209（3番人気）� 69510（1番人気）� 11108（10番人気）
枠連票数 計 111686 的中 （7－8） 16744（1番人気）
馬連票数 計 341763 的中 �� 19144（3番人気）
馬単票数 計 159810 的中 �� 3340（9番人気）
ワイド票数 計 276290 的中 �� 12467（4番人気）�� 2875（35番人気）�� 9323（7番人気）
3連複票数 計 601496 的中 ��� 7429（21番人気）
3連単票数 計 612420 的中 ��� 1209（117番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ゴ ー ル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2018．9．1 新潟1着

2016．3．15生 牡4鹿 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 障害：4戦1勝 賞金 9，480，000円
〔競走中止〕 リョーノテソーロ号は，競走中に異常歩様となったため2周目4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 リョーノテソーロ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※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） 1頭 フリーフリッカー号
（非抽選馬） 1頭 ディオーネプリンス号

22074 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45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

47 スズカゴウケツ 牡3鹿 56
54 △菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 21：52．2 3．5�

34 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 442＋101：53．37 4．7�
11 ハットルヴァン 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484± 01：53．51� 22．7�
611 アルジョンブラン 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 和美氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490± 01：53．82 7．5�
58 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 B458＋ 21：54．01� 15．8�
22 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 452－ 61：54．1クビ 34．7�
712 ゲンキチボン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 492＋ 4 〃 クビ 50．0	
35 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 M．デムーロ加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 B484＋ 21：54．52� 23．3

713 テントゥワン �3芦 56 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 浦河 田中スタッド B472＋101：54．6� 85．7�
59 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± 01：54．81� 4．8�
23 メジャーブレイク 牡3栗 56 武藤 雅吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 524± 01：56．6大差 17．2
814 シャイニングブルー 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B502± 01：56．7� 7．1�
46 フジサンライボー 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 486－ 21：56．91� 295．8�
610 ヒットパレード 牝3黒鹿54 柴田 善臣小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444＋121：58．6大差 320．8�
815 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 502＋ 22：00．6大差 295．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，211，500円 複勝： 59，857，800円 枠連： 8，993，200円
馬連： 53，801，000円 馬単： 23，651，900円 ワイド： 49，936，200円
3連複： 81，047，900円 3連単： 84，348，000円 計： 394，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 480円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，110円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 計 332115 的中 � 75475（1番人気）
複勝票数 計 598578 的中 � 135464（1番人気）� 76851（4番人気）� 23907（9番人気）
枠連票数 計 89932 的中 （3－4） 8727（2番人気）
馬連票数 計 538010 的中 �� 39757（3番人気）
馬単票数 計 236519 的中 �� 9017（4番人気）
ワイド票数 計 499362 的中 �� 28391（4番人気）�� 11344（12番人気）�� 5358（27番人気）
3連複票数 計 810479 的中 ��� 9726（23番人気）
3連単票数 計 843480 的中 ��� 2727（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．5―48．1―1：00．6―1：13．6―1：26．7―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．6
1
3
13－（4，7，9）11，5（8，15）12（3，14）（1，10）（2，6）
13，7（9，11）4（5，8，14）3，1（12，15）－（6，2）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカゴウケツ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．5．3生 牡3鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンゲフィオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5日まで平地

競走に出走できない。
ヒットパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月5日まで平地競走
に出走できない。

第３回 新潟競馬 第７日



22075 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第3競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時15分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

59 ジューンクエスト 牡2栗 54 武藤 雅吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 442 ―1：13．7 24．8�
611 エ リ オ ッ ト 牡2栗 54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 524 ― 〃 クビ 4．2�
22 ノーブルオリンピア 牡2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト

クラブ 466 ―1：13．91� 33．0�
815 サードウェーブ 牝2鹿 54 丸田 恭介�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 436 ―1：14．32� 36．7�
23 アクチュアリー 牝2芦 54 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 454 ―1：14．51� 6．3	
58 ラグラスドシエル 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 432 ―1：14．6� 5．4

610 ア イ ス マ ン 牡2芦 54 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440 ―1：14．7	 25．2�
（リトルマン）

47 ジョイライド 牡2栗 54
53 ☆木幡 育也グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 492 ―1：14．8クビ 69．2�

713 インプルーヴ 牝2栗 54 M．デムーロ石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 444 ―1：15．01� 7．8
35 フライトメモリア 牝2鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 荒井ファーム 474 ―1：15．74 3．9�
712 セブンシャイン 牡2芦 54 内田 博幸橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 イワミ牧場 452 ―1：16．33� 76．6�
34 ハンデンアミーラ 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 川上牧場 424 ― 〃 アタマ 222．7�
11 リ コ ネ ク ト 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 日高 オリオンファーム 438 ―1：17．04 217．1�
46 ハリウッドルビー 牝2栗 54 木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 450 ―1：17．42� 20．4�
814 ブリランテイモン 牝2黒鹿54 田中 勝春井門 敏雄氏 小西 一男 新ひだか 前田ファーム 460 ―1：18．46 111．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，667，700円 複勝： 24，165，100円 枠連： 7，234，000円
馬連： 34，758，500円 馬単： 15，784，600円 ワイド： 26，730，900円
3連複： 50，407，400円 3連単： 51，310，600円 計： 234，058，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 620円 � 190円 � 580円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 8，350円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 39，460円 3 連 単 ��� 244，730円

票 数

単勝票数 計 236677 的中 � 8065（7番人気）
複勝票数 計 241651 的中 � 8827（10番人気）� 41890（2番人気）� 9634（7番人気）
枠連票数 計 72340 的中 （5－6） 7515（1番人気）
馬連票数 計 347585 的中 �� 6337（16番人気）
馬単票数 計 157846 的中 �� 1126（41番人気）
ワイド票数 計 267309 的中 �� 4684（18番人気）�� 810（58番人気）�� 2365（31番人気）
3連複票数 計 504074 的中 ��� 958（104番人気）
3連単票数 計 513106 的中 ��� 152（638番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．0―48．8―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンクエスト �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ストーミングホーム 初出走

2018．4．21生 牡2栗 母 ジュエリーストーム 母母 ルビーズアンドダイアモンズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジョイライド号は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 オリヴィアン号・キタノフウジン号・セイギャラクシー号・テイエムオアシス号・ノーマロエア号・ハリエット号・

フェアリーテイル号・ブルーガーデニア号・リーヴルネッサンス号

22076 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第4競走 ��3，250�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．7良

33 コウユーホクト 牡5鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 506± 03：36．5 5．8�

44 プレシャスタイム 牡7鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 448－ 43：37．13� 28．8�
77 ビッグスモーキー �5鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 538－ 2 〃 クビ 3．2�
78 ヒロノタイリク 牡5栗 60 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 500－ 23：37．2クビ 7．3�
810� エンシュラウド �4芦 60 五十嵐雄祐ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 474＋ 43：37．52 10．8�
22 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 476－ 43：39．09 6．9	
11 ナリノレーヴドール 牡5鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 450－ 43：39．21 18．9

66 マイネルヴァッサー 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 2 〃 ハナ 4．2�
89 	 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± 0 〃 クビ 14．6
55 ローレルヴィクター 牡6鹿 60 田村 太雅 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 460－163：40．37 181．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，892，700円 複勝： 25，965，100円 枠連： 7，132，600円
馬連： 34，097，800円 馬単： 17，145，200円 ワイド： 25，670，700円
3連複： 53，638，300円 3連単： 72，214，600円 計： 256，757，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 540円 � 150円 枠 連（3－4） 12，390円

馬 連 �� 9，140円 馬 単 �� 15，640円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 370円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 72，410円

票 数

単勝票数 計 208927 的中 � 28601（3番人気）
複勝票数 計 259651 的中 � 37202（3番人気）� 9218（9番人気）� 53950（1番人気）
枠連票数 計 71326 的中 （3－4） 446（23番人気）
馬連票数 計 340978 的中 �� 2889（31番人気）
馬単票数 計 171452 的中 �� 822（59番人気）
ワイド票数 計 256707 的中 �� 2658（32番人気）�� 20028（2番人気）�� 3442（27番人気）
3連複票数 計 536383 的中 ��� 4236（41番人気）
3連単票数 計 722146 的中 ��� 723（283番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 50．3－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユーホクト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．13 新潟13着

2015．5．12生 牡5鹿 母 コウユーキズナ 母母 ア ズ ワ ー 障害：11戦2勝 賞金 38，780，000円



22077 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時35分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

714 ニシノリース 牝2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 402 ―1：24．5 26．3�
47 アウトレイジング 牡2青鹿54 津村 明秀三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 414 ―1：24．92� 6．2�
713 タイセイルージュ 牝2栗 54 原田 和真田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 466 ―1：25．11� 21．0�
817 アイアゲート 牝2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 490 ―1：25．31� 3．2�
59 	 アメリカンマッハ 牡2鹿 54 M．デムーロ �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500 ―1：25．72� 4．2	
715 ツクバエクレール 牡2鹿 54 木幡 初也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠伊藤牧場 426 ―1：25．91� 156．8

23 フラワーリスペクト 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418 ―1：26．11� 24．2�

11 イデアエスクロー 牡2鹿 54 丸山 元気益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 468 ―1：26．2クビ 7．4�
816 ネオトリニティー 牝2鹿 54 武士沢友治フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 422 ― 〃 クビ 197．6
612 ピースマッチング 牡2芦 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452 ―1：26．41� 18．3�
611 ヴィータハイジア 牝2鹿 54 杉原 誠人 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 386 ― 〃 クビ 96．7�
510 フ カ イ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 萱野 浩二 日高 千葉飯田牧場 478 ―1：26．72 11．9�
24 ユイアンデービス 牝2青鹿 54

53 ☆岩田 望来由比 泉子氏 杉浦 宏昭 浦河 カケハムポニークラブ 432 ―1：27．01
 35．5�
12 ナムラマカルー 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 474 ―1：27．21� 239．9�
48 スターオブブラッド 牡2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真光安 了氏 土田 稔 日高 天羽牧場 434 ―1：27．3� 121．3�
36 スノーフレイム 牡2芦 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 470 ―1：27．72� 103．2�
35 マスカレード 牝2鹿 54 伴 啓太田頭 勇貴氏 星野 忍 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 434 ―1：28．12� 176．1�
818 メジャーベルン 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 小島牧場 390 ―1：29．05 101．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，880，700円 複勝： 37，453，800円 枠連： 11，830，700円
馬連： 47，628，200円 馬単： 20，894，000円 ワイド： 40，542，700円
3連複： 68，579，400円 3連単： 71，229，500円 計： 332，039，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 550円 � 230円 � 450円 枠 連（4－7） 2，570円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 18，540円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 4，540円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 29，150円 3 連 単 ��� 145，460円

票 数

単勝票数 計 338807 的中 � 10897（9番人気）
複勝票数 計 374538 的中 � 16152（8番人気）� 49137（3番人気）� 20465（6番人気）
枠連票数 計 118307 的中 （4－7） 3562（11番人気）
馬連票数 計 476282 的中 �� 5480（23番人気）
馬単票数 計 208940 的中 �� 845（56番人気）
ワイド票数 計 405427 的中 �� 6771（15番人気）�� 2257（40番人気）�� 6438（18番人気）
3連複票数 計 685794 的中 ��� 1764（80番人気）
3連単票数 計 712295 的中 ��� 355（405番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．8―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 1（8，14）（10，7，17）（9，11）－15（4，13）6－（16，18）－3（2，12）－5 4 1，14，8（10，7，17）11（9，13）15－4（16，6）18（3，12）2＝5

勝馬の
紹 介

ニシノリース �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．4．28生 牝2黒鹿 母 ニシノヒナギク 母母 ニシノミライ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジャーベルン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 ウインターベア号・エターナルピース号・カネショウルーイ号・グロリユーノワール号・スマートルグラン号・

セイウンエンプレス号・デリスブラン号・ドルフィンクエスト号・ハクシンエース号・ユキノファラオ号・
ラブバルドー号・リョウランチャンプ号・リリーホワイト号・レッドウッドヒル号・レーヴドモンド号・
ロイヤルダンス号・ワイワイホワイト号

22078 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走13時05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
1：59．7
1：56．1

良
良

12 サクラヴァルール 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 472－ 12：02．3 18．5�
713 ダンスグルーヴィ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 32．8�
714 ウインランウェイ 牡3鹿 56 伊藤 工真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 432＋ 62：02．4クビ 18．8�
23 スパニッシュアート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 416± 0 〃 クビ 6．6�
59 ベリンダアン 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 432＋ 42：02．61 45．0	
24 シラカワカツコ 牝3鹿 54 北村 宏司大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 408＋ 42：02．81� 19．6

510 シェーンクラート 牡3黒鹿56 内田 博幸金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 502－ 2 〃 クビ 10．7�
715 スターリーゴールド 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 454－ 62：03．01� 8．1�
47 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 6 〃 クビ 14．1
48 ブラウローゼン 牝3芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B468－ 42：03．1クビ 5．9�
612 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B474－ 42：03．31� 16．6�
11 キタノポケット 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 386± 02：03．93� 5．4�
36 ランサムトラップ 牝3黒鹿54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 418± 0 〃 アタマ 170．5�
35 プレシャススパート 牝3栗 54 木幡 巧也日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 502＋ 82：04．22 172．3�
816 ク ロ ス キ ー 	3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B512－ 42：04．62� 8．7�
818 ハイランドヴィラ 牝3鹿 54 岩田 康誠�下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 436＋ 22：05．87 32．4�
611 シングンジュリア 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 438－122：05．9クビ 237．7�
817 ラクンパルシータ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 育也 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510＋102：07．7大差 32．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，755，100円 複勝： 59，608，200円 枠連： 15，195，900円
馬連： 59，928，800円 馬単： 22，712，000円 ワイド： 57，110，100円
3連複： 100，979，400円 3連単： 87，848，000円 計： 440，137，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 750円 � 1，140円 � 720円 枠 連（1－7） 1，440円

馬 連 �� 32，770円 馬 単 �� 63，550円

ワ イ ド �� 10，570円 �� 4，290円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 112，860円 3 連 単 ��� 796，120円

票 数

単勝票数 計 367551 的中 � 15869（9番人気）
複勝票数 計 596082 的中 � 21231（11番人気）� 13462（14番人気）� 22447（9番人気）
枠連票数 計 151959 的中 （1－7） 8132（6番人気）
馬連票数 計 599288 的中 �� 1417（88番人気）
馬単票数 計 227120 的中 �� 268（176番人気）
ワイド票数 計 571101 的中 �� 1385（94番人気）�� 3445（59番人気）�� 3391（63番人気）
3連複票数 計1009794 的中 ��� 671（321番人気）
3連単票数 計 878480 的中 ��� 80（2173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．4―47．7―1：00．0―1：12．4―1：24．8―1：37．1―1：49．7

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

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

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

サクラヴァルール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2019．10．15 東京8着

2017．4．13生 牡3黒鹿 母 サクラプレジール 母母 サクラプレステージ 6戦1勝 賞金 6，380，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 スターリーゴールド号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 サクラヴァルール号の騎手横山典弘は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 スターリーゴールド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラクンパルシータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5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〕 ランサムトラップ号・プレシャススパート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5日まで

平地競走に出走できない。



22079 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第7競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走13時35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
1：19．0
1：19．0

良
良

713 ト キ メ キ 牝3栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 488＋ 21：23．2 3．9�
59 ト ル ニ 牝3鹿 54 吉田 豊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 462－ 61：24．05 7．5�
612 ファートゥア 牝3栗 54

52 △菅原 明良 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 14．0�
23 ユーメイドリーム 牝3黒鹿54 武藤 雅大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 418－ 41：24．31� 68．7�
47 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 柴田 善臣海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 466－ 41：24．51� 13．5�
817 アチェロイス 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 424± 01：24．81	 23．0	
818 シュアリーシーズ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか ヒサイファーム 440－ 21：24．9	 72．4�

36 ナスノメロディー 牝3鹿 54
53 ☆岩田 望来�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 422－ 8 〃 アタマ 5．0
714 アトムヴェローチェ 牝3鹿 54 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 446－ 41：25．11� 41．0�
11 ゲームアルアル 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472± 01：25．31� 5．3�
12 ゴールドシンガー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 12．3�
24 ア ク ニ デ ィ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B364＋ 21：25．51� 40．7�
510 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 444－ 41：25．6	 27．7�

611 デルマシルバー 牝3芦 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 440＋ 41：25．91� 113．8�
816 シュゴテンシ 牡3栗 56 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 81：26．0� 147．4�
48 スズベルベット 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大森 達郎氏 高橋 裕 青森 諏訪牧場 506－121：26．1� 59．8�
35 ユ ラ ヒ メ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 422＋ 21：26．2クビ 300．3�
715
 セヴンレイヴンズ 牡3栗 56 杉原 誠人ゴドルフィン 藤沢 和雄 愛 Kevin Blake 532 ―1：31．4大差 17．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，380，400円 複勝： 60，463，100円 枠連： 13，535，400円
馬連： 60，044，100円 馬単： 24，572，300円 ワイド： 52，477，700円
3連複： 90，884，100円 3連単： 84，225，400円 計： 422，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 240円 � 290円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 540円 �� 800円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 363804 的中 � 74453（1番人気）
複勝票数 計 604631 的中 � 122232（1番人気）� 61180（4番人気）� 47291（5番人気）
枠連票数 計 135354 的中 （5－7） 14018（2番人気）
馬連票数 計 600441 的中 �� 39494（3番人気）
馬単票数 計 245723 的中 �� 9944（3番人気）
ワイド票数 計 524777 的中 �� 26361（3番人気）�� 16719（6番人気）�� 9324（15番人気）
3連複票数 計 908841 的中 ��� 14318（9番人気）
3連単票数 計 842254 的中 ��� 3233（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．8―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト キ メ キ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2019．11．16 東京6着

2017．5．14生 牝3栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 8戦1勝 賞金 10，280，000円
〔発走状況〕 トルニ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 トルニ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セヴンレイヴンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5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〕 デルマシルバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5日まで平地競走に出走で

きない。

22080 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�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

713 ゴールドクロス 牡5鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 496＋ 41：12．3 10．3�
47 ペイシャリルキス �4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 494± 01：12．51	 7．5�
34 
 サクラボヌール 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 482－ 41：12．6	 3．8�
58 � スマートグランダム 牝4栗 55 木幡 巧也大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 522＋ 61：12．7� 64．2�
610 ヒロノトウリョウ 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 490－ 41：12．8クビ 8．6�
814 マイネルナイペス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B456－101：13．01 23．6	
712
 アテンコール 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 462－ 2 〃 ハナ 119．8

22 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 57

55 △菅原 明良奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 482＋ 41：13．21 94．2�
611 フ ラ ン シ ス 牝4栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 492＋181：13．41 76．8�
46 レッドカルム 牝3黒鹿 53

52 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 530＋20 〃 ハナ 7．0
11 
 イッツザファースト 牡4芦 57

54 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 41：13．93 49．7�
23 タ シ ロ 牡3栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 518－ 61：14．0	 16．3�
35 �
 ワンダーセトラ 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Meg Buckley &

Mike Buckley B494＋ 2 〃 クビ 147．5�
815
 スマイルプリティ 牝6鹿 55 宮崎 北斗臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 492± 01：14．1	 4．3�
59 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿 55

54 ☆岩田 望来井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 500＋ 21：14．31	 10．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，890，300円 複勝： 58，391，300円 枠連： 12，330，100円
馬連： 67，846，000円 馬単： 25，056，300円 ワイド： 53，865，600円
3連複： 94，861，900円 3連単： 91，976，600円 計： 439，218，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 250円 � 220円 � 150円 枠 連（4－7） 2，040円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 820円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 39，340円

票 数

単勝票数 計 348903 的中 � 26839（6番人気）
複勝票数 計 583913 的中 � 52146（6番人気）� 64921（3番人気）� 117185（1番人気）
枠連票数 計 123301 的中 （4－7） 4666（10番人気）
馬連票数 計 678460 的中 �� 15974（16番人気）
馬単票数 計 250563 的中 �� 2550（40番人気）
ワイド票数 計 538656 的中 �� 13640（14番人気）�� 16962（11番人気）�� 17547（9番人気）
3連複票数 計 948619 的中 ��� 12317（21番人気）
3連単票数 計 919766 的中 ��� 1695（142番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．7―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドクロス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．2．11 東京3着

2015．5．16生 牡5鹿 母 コンドルウイング 母母 コンクラーベ 23戦2勝 賞金 36，200，000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 アイアンゾーン号



22081 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

59 ギャラクシーソウル 牝3芦 52 斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 456＋ 21：50．9 10．5�
611 ベルダーイメル 牡3鹿 54 泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 448－ 4 〃 アタマ 3．8�
712� セ ラ ン 牝3黒鹿52 三浦 皇成前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC 492＋ 71：51．96 7．2�
23 ラ ス ト マ ン 牡3栗 54 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478± 01：52．0	 2．9�
814
 ウインフォルティス 牡5鹿 57 M．デムーロ�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 498± 0 〃 クビ 10．6�
610 カルロスミノル 牡4栗 57 岩田 望来吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B476＋141：52．63	 18．4	
34 フーズサイド 牡4黒鹿57 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 488－ 2 〃 クビ 59．4

58 ラ ン パ ク 牡5芦 57 菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 506＋ 61：52．81� 29．3�
713
 ディスカバー �6鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468－ 21：52．9	 201．4�
35 セイウンオフロード 牡4鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B482－ 21：53．11� 9．6
47 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 57 丸山 元気�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B500＋ 81：53．84 40．4�
46 � タ ピ ゾ ー 牡6芦 57 内田 博幸大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B500＋101：54．54 120．2�
815 トークフレンドリー 牡5芦 57 嘉藤 貴行吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 492＋ 21：55．13	 71．5�
22 ロードストライク 牡4栗 57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム B478± 02：03．4大差 22．2�
11 モリトシラユリ 牝6芦 55 木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 512＋12 （競走中止） 55．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，249，500円 複勝： 70，726，800円 枠連： 15，874，800円
馬連： 95，798，700円 馬単： 35，782，600円 ワイド： 73，345，400円
3連複： 134，382，700円 3連単： 139，957，400円 計： 612，117，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 200円 � 240円 枠 連（5－6） 1，800円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，290円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 44，540円

票 数

単勝票数 計 462495 的中 � 35155（5番人気）
複勝票数 計 707268 的中 � 75521（3番人気）� 98984（2番人気）� 75114（4番人気）
枠連票数 計 158748 的中 （5－6） 6826（8番人気）
馬連票数 計 957987 的中 �� 27373（9番人気）
馬単票数 計 357826 的中 �� 3856（22番人気）
ワイド票数 計 733454 的中 �� 21737（8番人気）�� 14263（13番人気）�� 25329（6番人気）
3連複票数 計1343827 的中 ��� 16364（17番人気）
3連単票数 計1399574 的中 ��� 2278（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．0―49．2―1：01．3―1：13．5―1：26．5―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギャラクシーソウル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．3 福島2着

2017．3．8生 牝3芦 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 8戦3勝 賞金 35，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔競走中止〕 モリトシラユリ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔その他〕 タピゾー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ロードストライク号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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〕 タピゾー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キッズアガチャー号

22082 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

や ひ こ

弥 彦 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

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 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

813 パルティアーモ 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 494± 02：00．7 4．0�
711 デュアライズ 牡4黒鹿57 横山 典弘高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 454＋102：01．12� 7．5�
44 エレヴァテッツァ 牝3鹿 52 北村 宏司 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－122：01．31	 4．2�
57 ミ ト ロ ジ ー 牡4栗 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：01．51	 8．3�
45 キタサンバルカン 牡4鹿 57 岩田 康誠�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：01．6� 5．7�
11 フォーラウェイ 牡7鹿 57 菊沢 一樹 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－ 22：01．91
 53．1	
710 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 吉田 豊杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 458± 0 〃 アタマ 20．3

68 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 55 武藤 雅ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 82：02．32� 13．9�
56 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± 0 〃 クビ 44．0�
33 サンサルドス 牡4鹿 57 斎藤 新 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 546＋ 42：02．4� 55．9
22 シャドウアイランド 牝5鹿 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 460－ 4 〃 クビ 6．6�
69 ブリリアントリリー 牝5鹿 55 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 42：02．82� 135．7�
812 ジュニエーブル 牡6鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B450＋ 62：02．9� 265．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，723，000円 複勝： 94，115，700円 枠連： 20，252，000円
馬連： 120，406，300円 馬単： 43，662，900円 ワイド： 77，328，800円
3連複： 158，536，800円 3連単： 177，163，300円 計： 746，188，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 200円 � 180円 枠 連（7－8） 1，160円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 430円 �� 550円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 547230 的中 � 106965（1番人気）
複勝票数 計 941157 的中 � 189511（1番人気）� 107609（5番人気）� 131934（3番人気）
枠連票数 計 202520 的中 （7－8） 13497（5番人気）
馬連票数 計1204063 的中 �� 74644（2番人気）
馬単票数 計 436629 的中 �� 13147（4番人気）
ワイド票数 計 773288 的中 �� 48078（2番人気）�� 35936（5番人気）�� 22588（12番人気）
3連複票数 計1585368 的中 ��� 42649（6番人気）
3連単票数 計1771633 的中 ��� 8872（32番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．3―12．3―12．4―12．4―11．7―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―37．2―49．5―1：01．9―1：14．3―1：26．0―1：37．4―1：48．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルティアーモ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．8．19 札幌10着

2016．5．16生 牝4鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 10戦3勝 賞金 41，856，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 デュアライズ号の騎手田辺裕信は，第6競走での負傷のため横山典弘に変更。



22083 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
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
55�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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

816 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 岩田 康誠山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 512＋ 41：35．1 21．2�
35 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 B486＋ 41：35．2� 1．8�
714 クリアザトラック 牡6鹿 57 斎藤 新金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 アタマ 64．1�
36 オメガラヴィサン 	5鹿 57 横山 典弘原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488－ 21：35．3クビ 8．7�
59 レ ノ ー ア 牝4栗 55 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 426－ 21：35．4� 17．3�
48 レッドベルディエス 牝4鹿 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 クビ 12．7	
510 キャンディストーム 牝6鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 0 〃 ハナ 38．4

47 オーヴォドーロ 牝5黒鹿55 武藤 雅�レッドマジック久保田貴士 千歳 社台ファーム 474＋ 61：35．5クビ 67．3�
815 ホウオウカトリーヌ 牝4鹿 55 野中悠太郎小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 2 〃 クビ 113．5�
612 ハーフバック 牝4黒鹿55 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 466± 01：35．6� 9．5
24 ウィンドライジズ 牡6鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468± 01：35．7クビ 80．9�
12 ロフティフレーズ 牝5黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 470＋ 4 〃 クビ 31．7�
23 ア ガ ラ ス 牡4青鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 クビ 6．6�
611 カフジバンガード 牡5鹿 57 高田 潤加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 484＋ 81：35．91� 170．9�
11 アイスフィヨルド 牡5芦 57 北村 宏司佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 456＋ 61：36．11� 75．2�
713 フォックスクリーク 牡5黒鹿57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 81：36．2� 68．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 100，344，500円 複勝： 172，163，900円 枠連： 50，753，900円
馬連： 251，255，900円 馬単： 114，790，800円 ワイド： 176，101，700円
3連複： 394，694，800円 3連単： 535，402，200円 計： 1，795，507，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 400円 � 110円 � 860円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 710円 �� 6，180円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 20，410円 3 連 単 ��� 183，790円

票 数

単勝票数 計1003445 的中 � 37715（7番人気）
複勝票数 計1721639 的中 � 70604（7番人気）� 759811（1番人気）� 29129（10番人気）
枠連票数 計 507539 的中 （3－8） 27998（7番人気）
馬連票数 計2512559 的中 �� 109104（6番人気）
馬単票数 計1147908 的中 �� 13499（14番人気）
ワイド票数 計1761017 的中 �� 67620（6番人気）�� 7032（49番人気）�� 23206（18番人気）
3連複票数 計3946948 的中 ��� 14501（58番人気）
3連単票数 計5354022 的中 ��� 2112（428番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．1―12．4―11．7―11．0―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．0―49．4―1：01．1―1：12．1―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 14－16（2，9）15（4，6，7）－（3，13）（5，11）10（8，12）1 4 14－16，2（9，15）（4，6，7）－3（5，13）（11，10）（8，12）－1

勝馬の
紹 介

ワンダープチュック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．9．18 阪神1着

2014．4．12生 牡6黒鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 31戦5勝 賞金 131，734，000円
〔騎手変更〕 レッドベルディエス号の騎手田辺裕信は，第6競走での負傷のため柴田善臣に変更。

22084 9月5日 晴 良 （2新潟3） 第7日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）（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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 レッドヴァール 牝5鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480－ 41：47．4 6．7�
816 アキノコマチ 牝4鹿 55

53 △菅原 明良穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 440－ 61：47．5� 12．1�
48 アピールバイオ 牝6鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 B462＋ 21：47．71� 59．0�
714 ハートウォーミング 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 61：47．8クビ 2．7�

510 フラッフィーベア 牝4鹿 55
54 ☆木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 21：48．12 18．6	

713 マ ロ リ ン 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 490＋20 〃 クビ 67．2

612 パンダノポケット 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 422＋ 21：48．31 21．3�
815� オールステリーナ 牝5黒鹿55 津村 明秀宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 484＋ 61：48．51� 6．4�
35 シ ベ ー ル 牝3鹿 52 横山 典弘 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：48．71� 5．3
23 アドマイヤチャチャ 牝3青 52 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B448＋141：49．01	 14．4�
11 � クィーンビー 牝7鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 508＋ 4 〃 クビ 40．8�
24 � ヴィクトワールメイ 牝4黒鹿55 武藤 雅山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 436－141：49．42� 219．6�
59 スズロザーナ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 444－ 61：49．5クビ 88．8�

12 � パルスレート 牝4鹿 55
52 ▲小林 凌大坂本 守孝氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム 468± 01：49．81	 335．7�

611 ジェラペッシュ 牝3鹿 52 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 444－101：50．75 14．9�
（15頭）

36 スリリングドリーム 牝3青 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 86，674，500円 複勝： 114，919，700円 枠連： 32，767，600円
馬連： 161，246，900円 馬単： 62，320，800円 ワイド： 128，039，400円
3連複： 244，498，800円 3連単： 288，420，500円 計： 1，118，888，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 270円 � 310円 � 990円 枠 連（4－8） 1，750円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 9，290円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 5，120円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 71，930円 3 連 単 ��� 272，270円

票 数

単勝票数 差引計 866745（返還計 172） 的中 � 102283（4番人気）
複勝票数 差引計1149197（返還計 132） 的中 � 120102（4番人気）� 103708（5番人気）� 26078（11番人気）
枠連票数 差引計 327676（返還計 18） 的中 （4－8） 14506（8番人気）
馬連票数 差引計1612469（返還計 503） 的中 �� 24474（18番人気）
馬単票数 差引計 623208（返還計 262） 的中 �� 5029（34番人気）
ワイド票数 差引計1280394（返還計 392） 的中 �� 17258（22番人気）�� 6390（48番人気）�� 6991（47番人気）
3連複票数 差引計2444988（返還計 1763） 的中 ��� 2549（161番人気）
3連単票数 差引計2884205（返還計 2004） 的中 ��� 768（685番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．2―12．4―12．0―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．3―48．5―1：00．9―1：12．9―1：24．2―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴァール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．9．3 小倉2着

2015．2．20生 牝5鹿 母 レッドヴァージン 母母 Lafirma 12戦2勝 賞金 25，800，000円
〔出走取消〕 スリリングドリーム号は，疾病〔額部裂創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 オールステリーナ号の騎手田辺裕信は，第6競走での負傷のため津村明秀に変更。



（2新潟3）第7日 9月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

217，120，000円
5，620，000円
21，190，000円
1，440，000円
23，990，000円
76，591，000円
6，421，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
527，163，400円
803，220，300円
207，068，800円
1，020，988，500円
422，354，400円
788，778，200円
1，532，661，100円
1，745，338，100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 7，047，572，800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7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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