
21013 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走10時10分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

11 プ ル パ レ イ 牡2鹿 54 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486－ 21：33．3レコード 4．0�
88 ラクスバラディー 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：33．4� 1．4�
66 フェブサンカラ 牝2鹿 54 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 408－ 21：33．93 68．4�
89 ショウナンタイジュ 牡2青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 日高 中原牧場 458－ 21：34．11� 6．4�
22 オ オ キ ニ 牡2鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 440－ 21：34．84 13．2	
33 クリノセキトバ 牡2鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森

本スティーブル 434－ 21：35．11� 123．1

55 プランセスカグヤ 牝2鹿 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 436－ 4 〃 クビ 146．2�
77 ダンディチョウサン 牡2栗 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 438－ 41：36．16 111．9�

（8頭）
44 ネ ネ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 64，949，200円 複勝： 131，895，300円 枠連： 9，219，200円
馬連： 52，590，500円 馬単： 47，607，300円 ワイド： 46，591，300円
3連複： 77，499，200円 3連単： 233，140，200円 計： 663，492，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 110円 � 370円 枠 連（1－8） 160円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 120円 �� 960円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 差引計 649492（返還計 975） 的中 � 133529（2番人気）
複勝票数 差引計1318953（返還計 1692） 的中 � 135649（2番人気）� 1004219（1番人気）� 14892（5番人気）
枠連票数 差引計 92192（返還計 829） 的中 （1－8） 43473（1番人気）
馬連票数 差引計 525905（返還計 3868） 的中 �� 188607（1番人気）
馬単票数 差引計 476073（返還計 2571） 的中 �� 54810（3番人気）
ワイド票数 差引計 465913（返還計 3828） 的中 �� 160224（1番人気）�� 8315（8番人気）�� 13185（7番人気）
3連複票数 差引計 774992（返還計 14690） 的中 ��� 30379（4番人気）
3連単票数 差引計2331402（返還計 31445） 的中 ��� 26078（18番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．5―11．7―11．9―11．4―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．1―46．8―58．7―1：10．1―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．6
3 ・（1，2）6－（3，8）－5，9－7 4 ・（1，2）6，8－（3，9）5，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プ ル パ レ イ 
�
父 イスラボニータ 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2021．6．19 東京2着

2019．2．10生 牡2鹿 母 マ イ ジ ェ ン 母母 Mekko Hokte 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔出走取消〕 ネネ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。

21014 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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
1：09．1
1：08．5

重
重

610 シ ャ マ ル 牡3鹿 56 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B524＋ 41：11．0 22．7�
34 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 470＋ 21：11．31� 4．6�
611 リーベサンライズ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 446＋121：11．94 3．4�
815 ソニックムーヴ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮田 敬介 新ひだか 桜井牧場 492＋ 61：12．0クビ 7．9�

712 カフェリリー 牝3芦 54 田辺 裕信西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 41：12．32 32．9�
59 ハンサムハーリー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 484＋ 81：12．72 124．4	
11 デンプシーロール 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト
クラブ 420＋ 21：12．8� 22．5


22 ジョセイカツヤク 牝3鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 476＋ 21：13．11� 322．4�
46 � ローズファラオ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �ニッシンホール

ディングス 藤岡 健一 豪 Go Blood-
stock 420± 01：13．2� 27．2�

23 テーオールソー 牡3青鹿56 福永 祐一小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 516－ 21：13．73 2．5
47 ゼットジョイ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 414－101：13．8� 517．3�
814 シャドウアルテミス 牝3青鹿54 岩田 望来飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 430＋ 41：14．11� 31．0�
713� コ ゴ メ ユ キ 牝3芦 54 菅原 明良飯田 正剛氏 吉村 圭司 米

Fred W. Hertrich
111，John D. Fielding
& Robert L. Tribbett

480－ 2 〃 アタマ 201．3�
58 ニュートラルゾーン 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 562 ―1：14．31� 57．2�

35 エラディケイター 牡3鹿 56 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 浦河 浦河育成牧場 482＋ 61：15．25 301．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，191，800円 複勝： 76，095，000円 枠連： 14，037，800円
馬連： 88，727，900円 馬単： 43，765，800円 ワイド： 74，813，200円
3連複： 148，098，900円 3連単： 168，834，000円 計： 670，564，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 460円 � 210円 � 170円 枠 連（3－6） 890円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，350円 �� 360円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 78，310円

票 数

単勝票数 計 561918 的中 � 19729（6番人気）
複勝票数 計 760950 的中 � 34025（6番人気）� 98715（3番人気）� 138133（2番人気）
枠連票数 計 140378 的中 （3－6） 12121（5番人気）
馬連票数 計 887279 的中 �� 8945（21番人気）
馬単票数 計 437658 的中 �� 1981（45番人気）
ワイド票数 計 748132 的中 �� 8905（20番人気）�� 13511（17番人気）�� 59771（3番人気）
3連複票数 計1480989 的中 ��� 12770（31番人気）
3連単票数 計1688340 的中 ��� 1563（227番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ャ マ ル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．3．13 阪神12着

2018．2．23生 牡3鹿 母 ネイティヴコード 母母 クラックコード 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ソニックムーヴ号の騎手永野猛蔵は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エラディケイター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマニッコウ号
（非抽選馬） 4頭 カネトシディーバ号・スターオンステージ号・タッカーハート号・ニホンピロラブリー号

第３回 新潟競馬 第２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



21015 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11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
1：19．0
1：19．0

良
良

715 ジ ュ ノ ー 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524± 01：20．9 11．1�

35 マイヨアポア 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 462＋ 41：21．0� 4．3�

59 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 440± 01：21．1� 4．5�
24 ミーティアカフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 468＋ 41：21．52� 11．0�
714 レインボークラウド 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 474＋22 〃 アタマ 51．7	
817 ブラックパンサー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 494＋ 61：21．6クビ 7．0

611 ハ ク ビ 牝3鹿 54 浜中 俊 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋281：21．81� 18．0�
612 ピエナセイラ 牝3鹿 54 菅原 明良本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 482＋221：21．9� 144．5�
713 ロ ジ プ リ ン 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 414－ 41：22．0� 16．1
47 クエストフォーラヴ 牝3黒鹿54 小崎 綾也広尾レース� 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 434＋12 〃 ハナ 35．7�
12 キャラクターピース 牝3栗 54 武士沢友治�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 460＋16 〃 アタマ 212．0�
48 ラインプリンス 牡3鹿 56 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 474－ 4 〃 ハナ 8．3�
816 モラトリアム 牝3鹿 54 幸 英明安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 450＋101：22．1クビ 6．7�
23 ディアナグラン 牝3栗 54 �島 克駿湊 義明氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 500－ 4 〃 クビ 83．4�
11 カズノオジョウ 牝3青 54 吉田 豊鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 B468＋ 61：22．41� 127．1�
510 ジュエルシーカー 牝3黒鹿54 石川裕紀人�杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 418＋ 41：22．61� 126．3�
36 アスターセレステ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 478± 01：23．13 201．8�
818� コスモキルカス 牡3鹿 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 豪 Rosemont

Stud 464＋181：25．6大差 217．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 56，099，800円 複勝： 84，195，100円 枠連： 21，315，000円
馬連： 96，230，700円 馬単： 35，930，800円 ワイド： 89，074，300円
3連複： 159，756，100円 3連単： 146，951，600円 計： 689，553，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 310円 � 170円 � 170円 枠 連（3－7） 1，820円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 860円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 40，740円

票 数

単勝票数 計 560998 的中 � 40149（7番人気）
複勝票数 計 841951 的中 � 56357（7番人気）� 135940（2番人気）� 144985（1番人気）
枠連票数 計 213150 的中 （3－7） 9066（9番人気）
馬連票数 計 962307 的中 �� 24415（15番人気）
馬単票数 計 359308 的中 �� 3254（43番人気）
ワイド票数 計 890743 的中 �� 19811（16番人気）�� 26203（9番人気）�� 46421（1番人気）
3連複票数 計1597561 的中 ��� 25332（9番人気）
3連単票数 計1469516 的中 ��� 2615（154番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．2―11．6―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―33．9―45．5―57．5―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ノ ー �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Rail Link デビュー 2020．9．19 中京6着

2018．3．25生 牡3芦 母 ブギーダモーレ 母母 Asmita 8戦1勝 賞金 8，185，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモキルカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヤマニンアマルタス号・ララティーナ号
（非抽選馬） 2頭 ペガサスファーマ号・ヘネラルカレーラ号

21016 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2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
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 シグネチャーセル 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488－ 41：52．4 2．5�
47 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 504＋ 81：53．78 4．7�
59 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD B468＋ 61：54．01� 6．6�
814 イーサンタイガー �3鹿 56 酒井 学国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 502＋101：54．42� 25．8�
712 サムライスピアー 牡3栗 56 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 B438－ 21：55．67 5．5�
46 ゲームアプレット 牝3芦 54 江田 照男薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 B454＋ 21：56．13 23．2	
611 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 480＋141：56．73� 218．8�
713 ヴィントラオフ 牡3栗 56 �島 克駿田畑 利彦氏 青木 孝文 浦河 小倉牧場 B514－131：57．12� 149．5�
35 ア ン シ ャ セ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和島川 利子氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 528＋101：57．42 68．3
11 ルタピヴォラン 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵岡田 壮史氏 菊川 正達 日高 長谷部牧場 B484＋ 8 〃 アタマ 222．1�
34 ド ン マ ノ ア 牡3青鹿56 岩田 望来山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482 ―1：57．6� 12．4�
23 	 スズカファラオ 牡3鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 豪 Dr DJ

O’Brien 546 ―1：57．92 9．8�
22 ラグナキリア 牡3鹿 56 菅原 明良 
社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム B542＋ 21：59．610 118．1�
610 サクラレアリゼ 牡3鹿 56 武藤 雅�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480 ―2：02．9大差 164．0�
815 セイフウメイゲツ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新菊地 剛氏 斎藤 誠 日高 オリオンファーム 520 ―2：04．28 217．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，628，300円 複勝： 60，624，300円 枠連： 15，817，100円
馬連： 71，485，000円 馬単： 34，375，600円 ワイド： 62，147，100円
3連複： 110，468，600円 3連単： 127，549，300円 計： 531，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 486283 的中 � 153246（1番人気）
複勝票数 計 606243 的中 � 148567（1番人気）� 102734（2番人気）� 85081（4番人気）
枠連票数 計 158171 的中 （4－5） 36000（1番人気）
馬連票数 計 714850 的中 �� 95404（1番人気）
馬単票数 計 343756 的中 �� 29498（1番人気）
ワイド票数 計 621471 的中 �� 64218（1番人気）�� 48253（3番人気）�� 33968（5番人気）
3連複票数 計1104686 的中 ��� 78564（2番人気）
3連単票数 計1275493 的中 ��� 25784（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．5―13．0―12．2―12．4―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．0―49．0―1：01．2―1：13．6―1：26．4―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シグネチャーセル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．11 京都5着

2018．3．7生 牡3鹿 母 エ ポ キ シ 母母 シ ー ズ ア ン 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 スズカファラオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕ドンマノア号・サクラレアリゼ号・セイフウメイゲツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年8月25日まで平地競走に出走できない。
ラグナキリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月25日まで平地競走に
出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 スズカファラオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月25日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ラグナキリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月25日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンツソアラ号・メイショウアルト号
（非抽選馬） 8頭 アミスタ号・ウインブランカ号・シータリズム号・タンキエットゥ号・テーオールノワール号・ネオアスペクト号・

ヤギリエール号・ワンダーアバロン号



21017 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第5競走 1，800�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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

812 レディバランタイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460 ―1：48．4 6．4�
44 サトノジーク 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 482 ―1：48．61� 3．2�
711 レヴァンジル 牡2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468 ―1：48．81� 4．0�
45 ユイノゴトク 牡2青鹿54 丸山 元気由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 452 ― 〃 アタマ 49．0�
813 メ ト セ ラ 牡2黒鹿54 M．デムーロ�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480 ―1：48．9クビ 4．4	
710 グリーンバローズ 牡2黒鹿54 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 454 ― 〃 ハナ 75．9

11 ウェルカムニュース 牡2鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 ハナ 37．6�
22 コンジャンクション 牡2黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 496 ―1：49．0� 8．5�
69 ラ ー グ ル フ 牡2黒鹿54 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 488 ―1：49．21� 103．0
56 テーオーソラネル 牡2黒鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 490 ―1：50．05 39．1�
33 ライラボンド 牡2黒鹿54 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 504 ―1：50．31� 94．1�
57 マイネルユヌスール 牡2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468 ―1：51．15 34．2�

68 ロードヴァレンチ 牡2鹿 54 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 472 ―1：53．6大差 131．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 75，684，400円 複勝： 78，184，800円 枠連： 15，676，000円
馬連： 79，041，000円 馬単： 38，242，100円 ワイド： 66，444，000円
3連複： 116，259，100円 3連単： 142，915，100円 計： 612，446，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 110円 � 150円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 430円 �� 370円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 756844 的中 � 97708（4番人気）
複勝票数 計 781848 的中 � 93246（4番人気）� 237465（1番人気）� 114863（2番人気）
枠連票数 計 156760 的中 （4－8） 26109（1番人気）
馬連票数 計 790410 的中 �� 51902（5番人気）
馬単票数 計 382421 的中 �� 9872（14番人気）
ワイド票数 計 664440 的中 �� 37933（5番人気）�� 46118（3番人気）�� 53190（1番人気）
3連複票数 計1162591 的中 ��� 63695（2番人気）
3連単票数 計1429151 的中 ��� 11418（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―13．1―13．1―12．8―11．4―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．7―48．8―1：01．9―1：14．7―1：26．1―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．7
3 12－13，10，6，4，11（2，5，7）1，9，3－8 4 12－13，10（4，6）11，2（5，7）（1，9）3－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レディバランタイン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Darshaan 初出走

2019．3．29生 牝2鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードヴァレンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平地競

走に出走できない。
※レディバランタイン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21018 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第6競走 1，400�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
1：20．8
1：20．1

良
良

612 フ ァ ン デ ル 牝2黒鹿54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 456 ―1：22．6 32．8�
817 シナモンスティック 牝2芦 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：22．7クビ 44．5�
816 ダンディジャック 牡2黒鹿54 武士沢友治�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 466 ― 〃 � 210．3�
12 スプラウティング 牡2栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：22．8クビ 4．4�
59 ジ レ ト ー ル 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 480 ―1：22．9� 4．0	
48 ヴィブラフォン 牝2栗 54 菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 4．7

35 ブルーグラス 牝2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：23．21� 9．0�
713 リ ー ス タ ル 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 436 ―1：23．3� 35．4�
11 イ ダ マ ン テ 牡2鹿 54 �島 克駿 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 真歌田中牧場 448 ―1：23．4� 29．8
818 ナンベイコー 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 408 ―1：23．5� 177．9�
715 ニシノランディ 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 424 ―1：23．71� 183．4�
24 ストームゾーン 牡2鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 500 ―1：24．23 17．8�
36 チ ア ア ッ プ 牝2栗 54 国分 優作 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496 ―1：24．73 239．5�
23 アキノポエム 牝2黒鹿54 松若 風馬徳山 彰俊氏 清水 久詞 新冠 三村 卓也 440 ―1：25．22� 15．0�
714 ソ ン テ 牝2栗 54 M．デムーロ �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 466 ―1：25．31 23．0�
611 コ リ コ 牝2黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 434 ―1：25．82� 159．2�
47 アンブロジアーナ 牝2黒鹿54 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414 ―1：29．0大差 11．1�
（17頭）

510 マーゴットビート 牡2黒鹿54 三浦 皇成前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか カタオカフアーム 496 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 65，438，200円 複勝： 71，172，000円 枠連： 21，826，500円
馬連： 81，900，500円 馬単： 34，329，800円 ワイド： 73，631，600円
3連複： 126，409，600円 3連単： 123，559，000円 計： 598，267，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 1，090円 � 1，000円 � 3，780円 枠 連（6－8） 11，600円

馬 連 �� 60，790円 馬 単 �� 114，430円

ワ イ ド �� 14，980円 �� 34，230円 �� 29，060円

3 連 複 ��� 1，415，030円 3 連 単 ��� 6，890，790円

票 数

単勝票数 差引計 654382（返還計 7275） 的中 � 16916（10番人気）
複勝票数 差引計 711720（返還計 13659） 的中 � 17622（12番人気）� 19266（11番人気）� 4827（15番人気）
枠連票数 差引計 218265（返還計 1538） 的中 （6－8） 1457（30番人気）
馬連票数 差引計 819005（返還計 35166） 的中 �� 1044（81番人気）
馬単票数 差引計 343298（返還計 13982） 的中 �� 225（154番人気）
ワイド票数 差引計 736316（返還計 35358） 的中 �� 1272（78番人気）�� 555（117番人気）�� 654（106番人気）
3連複票数 差引計1264096（返還計 92438） 的中 ��� 67（597番人気）
3連単票数 差引計1235590（返還計 85902） 的中 ��� 13（3404番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―11．3―11．8―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．6―33．9―45．7―57．9―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ン デ ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2019．4．16生 牝2黒鹿 母 マ マ ア ル パ 母母 ヴェルザンディ 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。
〔競走除外〕 マーゴットビート号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ソンテ号の調教師畠山吉宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ブルーグラス号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔その他〕 アンブロジアーナ号は，4コーナー手前で外側を走行する馬に怯み，内柵に接触してバランスを崩したことについて平地調

教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンブロジアーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 シゲルハンマー号・シナモンロール号・ナツイロノオトメ号・ボンクラージュ号・ララパラプリュイ号・

ルミネイト号・レディバランタイン号



21019 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，035，000
1，035，000

円
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

714 テーオーソロス 牡3青鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 458－ 22：00．3 4．1�
11 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 440＋ 62：00．51� 16．6�
36 マイネルレガシー 牡3鹿 56 菅原 明良 �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 456－ 42：00．71� 4．9�
817 ナイトイーグル 牝3栗 54 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 同着 20．5�
24 カイトエイティー 牝3鹿 54 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 412＋ 42：00．91 53．8	
611 エレガンスルブラ 牝3芦 54

51 ▲角田 大和 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－102：01．0クビ 71．5


12 ラッセルリー 牝3黒鹿54 藤井勘一郎田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 436＋ 4 〃 アタマ 41．5�

612 スパークフューチャ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424± 02：01．1� 204．0�

715 グロリアスダッド 牡3鹿 56 森 裕太朗渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 486＋ 82：01．31� 52．9
59 ショウナンラッキー 牡3鹿 56 �島 克駿国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 42：01．4クビ 151．5�
510 タイキフロリゼル 牡3芦 56

53 ▲松本 大輝�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 468－ 2 〃 クビ 182．3�

816 ファビュラスノヴァ 牡3栗 56 江田 照男�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 B468－ 22：01．5� 26．8�
35 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 458＋ 22：01．6クビ 2．6�
48 ランドヘルツ 牡3黒鹿56 石橋 脩多田 賢司氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 452＋ 22：02．12� 9．6�
713 パープルレイン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム 518＋ 6 〃 � 189．5�
818 ルージュイデアル 牝3栗 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 62：02．31 79．8�
47 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 戸崎 圭太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 B534＋ 82：03．04 16．0�
23 ル ナ ピ エ ナ �3栗 56 柴山 雄一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 22：03．21 116．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，791，500円 複勝： 74，497，500円 枠連： 25，204，000円
馬連： 87，195，300円 馬単： 34，706，900円 ワイド： 77，754，700円
3連複： 142，645，500円 3連単： 144，229，400円 計： 636，024，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 240円 �
�

140円
320円 枠 連（1－7） 2，220円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 600円 ��
��

280円
730円

��
��

630円
1，580円

3 連 複 ���
���

2，190円
9，010円 3 連 単 ���

���
13，450円
40，360円

票 数

単勝票数 計 497915 的中 � 95075（2番人気）
複勝票数 計 744975 的中 �

�
123457
33138

（3番人気）
（7番人気）

� 48709（6番人気）� 128582（2番人気）

枠連票数 計 252040 的中 （1－7） 8798（9番人気）
馬連票数 計 871953 的中 �� 19575（12番人気）
馬単票数 計 347069 的中 �� 4590（19番人気）
ワイド票数 計 777547 的中 ��

��
19519
18452

（9番人気）
（11番人気）

��
��

49909
6861
（3番人気）
（28番人気）

�� 15753（14番人気）

3連複票数 計1426455 的中 ��� 24680（11番人気）��� 5858（53番人気）
3連単票数 計1442294 的中 ��� 3893（69番人気）��� 1293（229番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．7―12．2―11．9―12．1―12．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．5―48．2―1：00．4―1：12．3―1：24．4―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーソロス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．11．7 阪神5着

2018．5．4生 牡3青鹿 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 9戦1勝 賞金 9，870，000円
〔制裁〕 テーオーソロス号の騎手藤岡康太は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 クリノエルサ号・ショレアドルチェ号・スズカサウスボーイ号・ニホンピロビヨンド号・ノーティーガール号・

ブルーローズシップ号・マイネルリリーフ号・メイショウケンコン号・メイショウセッサイ号・メイショウユウスイ号・
レナトゥス号

（非抽選馬） 3頭 ティエドゥール号・フォクシーレディ号・ボーンジーニアス号

21020 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2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）

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
1：08．5

重
重

46 ジューンクエスト 牡3栗 54 藤岡 康太吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 458＋101：11．9 5．3�
610 トーセンアラン 牡3鹿 54 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514－ 4 〃 クビ 3．7�
47 ゴイゴイスー 牡3鹿 54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 504＋ 61：12．21� 3．5�
713 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 6 〃 アタマ 34．8�
814 サウンドプリズム 牡4青鹿57 幸 英明増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 444＋ 2 〃 ハナ 21．7�
712 マイヨブラン 牡5白 57 岩田 望来 	シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 566＋ 41：12．62 12．9

34 � シャドウヘリテイジ 牡3栗 54 松若 風馬飯塚 知一氏 林 徹 日高 クラウン日高牧場 532＋101：12．7� 47．5�
815 シャンボールロッソ 牝4鹿 55 武藤 雅 	シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 クビ 27．5�
58 ミーアシャム 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B458－ 61：13．02 14．1
35 スマートルミエール 牡4鹿 57 菅原 明良大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 442－ 2 〃 アタマ 18．1�
11 � コスモクウェンチ 牡7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 482－141：13．53 63．5�
59 ラストバリオン 牡3鹿 54 M．デムーロ中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 488－ 2 〃 ハナ 7．5�
611 アンコールプレス 牡4黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵要海 伸治氏 和田 雄二 日高 木村牧場 568＋36 〃 ハナ 73．2�
23 サウンドヒーロー 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 456＋ 41：13．7� 95．2�
22 � グランミューク 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 484－101：14．23 144．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，035，500円 複勝： 68，093，500円 枠連： 20，067，100円
馬連： 96，864，000円 馬単： 36，062，600円 ワイド： 78，372，300円
3連複： 147，952，900円 3連単： 155，518，900円 計： 648，966，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 150円 � 140円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 400円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 460355 的中 � 68527（3番人気）
複勝票数 計 680935 的中 � 81935（3番人気）� 123345（2番人気）� 131819（1番人気）
枠連票数 計 200671 的中 （4－6） 36977（1番人気）
馬連票数 計 968640 的中 �� 71150（3番人気）
馬単票数 計 360626 的中 �� 11625（6番人気）
ワイド票数 計 783723 的中 �� 42702（3番人気）�� 47906（2番人気）�� 93018（1番人気）
3連複票数 計1479529 的中 ��� 93530（1番人気）
3連単票数 計1555189 的中 ��� 13718（7番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．2―12．3―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．7―46．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．2
3 2，7，8（13，9）10－（1，5）6（4，12）15（3，14）＝11 4 2，7（8，13）9，10（1，5）6（4，12）（3，14，15）＝11
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 デビュー 2020．9．5 新潟1着

2018．4．21生 牡3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 6戦2勝 賞金 17，860，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 サウンドヒーロー号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シャイニーズラン号・チャイブテソーロ号・ペガサスハーツ号



21021 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第9競走 ��1，800�
な え ば

苗 場 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

713 キンノマサカリ 牡4黒鹿57 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 21：51．8 1．8�

712 フィストバンプ 牡5青鹿57 木幡 巧也小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 488＋ 61：52．11� 22．9�
815 オ ノ リ ス 牡6黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋101：52．41� 22．1�
610 ベルジュネス �5鹿 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B460－ 21：52．61 16．4�
35 � セ ラ ン 牝4黒鹿55 三浦 皇成前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC 498＋18 〃 アタマ 11．7�
23 	 ヤークトボマー 牡5栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B472－ 2 〃 ハナ 37．9	
59 アベックフォルス 牡4鹿 57 田辺 裕信田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482＋ 21：52．81 20．5

46 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 474＋ 41：53．12 33．7�
58 ペイシャムートン 牡5青鹿57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 522－101：53．31 121．5
22 ホウオウエーデル 牡5鹿 57 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 6 〃 ハナ 268．6�
47 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 518＋ 81：53．4� 17．2�
814 サンデーミラージュ 牡4鹿 57 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480－101：53．82
 52．7�
34 キョウエイパラスト 牡4栗 57 永野 猛蔵田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム B512－ 21：54．22
 34．2�
611 ミッキーメテオ 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：54．41 4．2�
11 マ ハ ヴ ィ ル 牡6鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 61：55．35 45．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 64，017，200円 複勝： 105，996，300円 枠連： 26，843，400円
馬連： 136，088，200円 馬単： 63，965，800円 ワイド： 107，742，400円
3連複： 223，169，900円 3連単： 293，250，600円 計： 1，021，073，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 450円 � 490円 枠 連（7－7） 1，970円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 720円 �� 830円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 25，990円

票 数

単勝票数 計 640172 的中 � 273067（1番人気）
複勝票数 計1059963 的中 � 477626（1番人気）� 36600（7番人気）� 32941（8番人気）
枠連票数 計 268434 的中 （7－7） 10560（7番人気）
馬連票数 計1360882 的中 �� 59663（6番人気）
馬単票数 計 639658 的中 �� 19987（7番人気）
ワイド票数 計1077424 的中 �� 39605（6番人気）�� 34176（7番人気）�� 6501（41番人気）
3連複票数 計2231699 的中 ��� 19646（29番人気）
3連単票数 計2932506 的中 ��� 8179（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．6―1：02．0―1：14．3―1：26．8―1：39．1

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

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

勝馬の
紹 介

キンノマサカリ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．27 京都1着

2017．5．5生 牡4黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 10戦3勝 賞金 50，438，000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。
（非抽選馬） 8頭 キャベンディッシュ号・クラウンデザイアー号・ザプラウドワンズ号・ジョウショーリード号・ノースザワールド号・

マイネルアプラウス号・ラヴィンフォール号・リーガルマインド号

21022 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第10競走 ��1，800�
い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

3歳以上，2勝クラス；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 266，000円 76，000円 38，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

56 ランドオブリバティ 牡3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋121：46．3 2．8�
33 タガノディアーナ 牝3青鹿52 戸崎 圭太八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 21：46．4� 3．4�
811 ハギノアレス 牡7鹿 57 武藤 雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 538＋141：46．61� 51．0�
44 シャーレイポピー 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：46．7� 6．7�
22 オーマイダーリン 牝4鹿 55 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 クビ 6．9	
67 アステロイドベルト 牡4鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：46．91� 18．7

710 アルディエンテ 牡4青 57 松山 弘平�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 492＋ 21：47．21	 10．0�
68 シーオブザムーン 牝5青鹿55 松若 風馬 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．51	 181．5�
11 フ ァ ユ エ ン 牝3鹿 52 三浦 皇成谷岡 毅氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡スタット 446－ 61：47．61 16．6
55 ハーランズハーツ 牡4黒鹿57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 434－ 2 〃 ハナ 22．4�
79 ミ ト ロ ジ ー 牡5栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478－ 81：47．7クビ 63．7�
812 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか タイヘイ牧場 B548＋ 81：47．8	 62．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 97，997，700円 複勝： 133，888，800円 枠連： 30，658，000円
馬連： 215，271，200円 馬単： 84，234，800円 ワイド： 149，260，000円
3連複： 321，943，400円 3連単： 401，620，200円 計： 1，434，874，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 140円 � 690円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，790円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 979977 的中 � 279757（1番人気）
複勝票数 計1338888 的中 � 257086（2番人気）� 304063（1番人気）� 32565（9番人気）
枠連票数 計 306580 的中 （3－5） 54228（1番人気）
馬連票数 計2152712 的中 �� 336672（1番人気）
馬単票数 計 842348 的中 �� 79746（1番人気）
ワイド票数 計1492600 的中 �� 187246（1番人気）�� 19075（24番人気）�� 16181（26番人気）
3連複票数 計3219434 的中 ��� 35893（25番人気）
3連単票数 計4016202 的中 ��� 16233（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．2―13．0―11．8―11．6―11．3―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．4―49．4―1：01．2―1：12．8―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドオブリバティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．8．9 新潟1着

2018．4．27生 牡3鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 7戦3勝 賞金 48，019，000円

１レース目 ３レース目



21023 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第21回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

新潟市長賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 1，950，000
1，950，000

円
円

付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード
中央レコード

53．7
53．7

良
良

714 オールアットワンス 牝3鹿 51 石川裕紀人吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 54．2 4．1�
612 ライオンボス 牡6栗 57 	島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 544＋ 6 54．3
 4．7�
11 バカラクイーン 牝5栗 54 菅原 明良�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 478＋ 2 54．51 130．0�
59 ト キ メ キ 牝4栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 502＋ 6 54．92 30．6�
24 ジュランビル 牝5黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 460＋ 4 〃 � 27．6�
47 グレイトゲイナー 牡4青鹿56 丸山 元気田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462－ 2 〃 同着 11．0	
48 タマモメイトウ 牡5黒鹿56 津村 明秀タマモ
 藤岡 健一 新冠 対馬 正 494－ 2 55．0クビ 7．9�
816 ルドラクシャ 牝4鹿 54 斎藤 新�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 454－ 6 55．21� 94．5�
23  ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 498± 0 55．3� 29．0
510 アルミューテン 牝7栗 54 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 504＋ 6 55．4
 63．6�
713 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 4 55．5� 13．5�
36 モントライゼ 牡3鹿 53 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 4．9�
815 セピアノーツ 牝3芦 51 藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 472± 0 55．71 18．3�
12  モメチョッタ 牝5黒鹿54 城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 450－ 4 〃 クビ 183．6�
611 ロードエース 牡6鹿 56 松山 弘平 
ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 506＋ 2 56．22� 9．4�
35 リッチクレマチス 牝4青 54 原 優介長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 454± 0 〃 ハナ 271．2�

（16頭）
817 ロ ジ ク ラ イ 牡8黒鹿57 藤岡 康太久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 353，685，200円 複勝： 410，882，700円 枠連： 209，036，400円 馬連： 967，330，000円 馬単： 360，345，300円
ワイド： 679，817，100円 3連複： 1，989，005，900円 3連単： 2，497，697，200円 5重勝： 702，316，900円 計： 8，170，116，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 200円 � 2，200円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 490円 �� 10，470円 �� 11，900円

3 連 複 ��� 58，270円 3 連 単 ��� 220，340円

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

キャリーオーバー なし����� 3，668，810円

票 数

単勝票数 計3536852 的中 � 685726（1番人気）
複勝票数 計4108827 的中 � 734107（1番人気）� 605795（2番人気）� 34290（14番人気）
枠連票数 計2090364 的中 （6－7） 295381（1番人気）
馬連票数 計9673300 的中 �� 720355（1番人気）
馬単票数 計3603453 的中 �� 137641（1番人気）
ワイド票数 計6798171 的中 �� 392479（1番人気）�� 15839（69番人気）�� 13930（74番人気）
3連複票数 計19890059 的中 ��� 25597（156番人気）
3連単票数 計24976972 的中 ��� 8218（676番人気）
5重勝票数 計7023169 的中 ����� 134

ハロンタイム 11．7―10．2―10．5―10．7―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．9―32．4―43．1

上り4F42．5－3F32．3
勝馬の
紹 介

オールアットワンス �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．19 福島1着

2018．4．24生 牝3鹿 母 シュプリームギフト 母母 スーヴェニアギフト 6戦3勝 賞金 78，428，000円
〔出走取消〕 ロジクライ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

21024 7月25日 晴 良 （3新潟3） 第2日 第12競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

23 ジャミールフエルテ �5鹿 57 �島 克駿吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 460± 01：32．6 38．5�
12 � カンパーニャ 牡5栗 57 M．デムーロ村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B456± 01：32．7クビ 15．6�
611 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 54 柴田 善臣宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 482＋ 41：32．91� 11．1�
11 ア ル マ マ 牡5芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：33．0� 4．0�
818 グレンフィナン �6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B490－ 41：33．1� 154．6	
47 ヒメノカリス 牝4鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 6．2

24 � サイモンベラーノ 牝4栗 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 472＋181：33．2� 276．8�
714 ルヴァンノワール 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 430± 01：33．3クビ 13．5�
35 アルタグラシア 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋24 〃 クビ 191．5
816 ハローキャンディ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 452＋ 8 〃 ハナ 72．1�
612� ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 内田 博幸山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 448＋ 21：33．61� 82．8�
715 ア ク セ ル 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 522＋ 41：33．91� 18．0�
48 � カーテンジュエル 牝5栗 55 武藤 雅垣本 栄一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 446± 01：34．0� 308．4�
59 トーホウジュナール 牝3青鹿 52

49 ▲角田 大和東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 460＋ 4 〃 ハナ 43．2�
713 ブラインドデート 牝4黒鹿55 幸 英明窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 476± 01：34．1クビ 4．9�
36 カインドリー 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 460＋141：34．2� 17．6�
510 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 52 松山 弘平中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B422＋ 41：34．73� 14．5�
817 スワーヴドン 牡4鹿 57 川田 将雅�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：35．12 7．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 133，991，600円 複勝： 188，561，900円 枠連： 66，879，900円
馬連： 274，811，300円 馬単： 103，559，200円 ワイド： 238，361，900円
3連複： 468，490，200円 3連単： 506，094，200円 計： 1，980，750，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 900円 � 430円 � 340円 枠 連（1－2） 5，210円

馬 連 �� 25，010円 馬 単 �� 56，690円

ワ イ ド �� 6，080円 �� 6，720円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 99，310円 3 連 単 ��� 711，080円

票 数

単勝票数 計1339916 的中 � 27797（11番人気）
複勝票数 計1885619 的中 � 50406（11番人気）� 115751（7番人気）� 158928（5番人気）
枠連票数 計 668799 的中 （1－2） 9938（20番人気）
馬連票数 計2748113 的中 �� 8513（63番人気）
馬単票数 計1035592 的中 �� 1370（132番人気）
ワイド票数 計2383619 的中 �� 10053（60番人気）�� 9085（63番人気）�� 25243（32番人気）
3連複票数 計4684902 的中 ��� 3538（239番人気）
3連単票数 計5060942 的中 ��� 516（1554番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．7―46．0―57．7―1：09．3―1：20．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャミールフエルテ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．6．2 阪神1着

2016．2．18生 �5鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 20戦2勝 賞金 33，070，000円
〔制裁〕 ヒメノカリス号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
※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 フォティノース号・レアシャンパーニュ号・レインカルナティオ号

５レース目



（3新潟3）第2日 7月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

235，720，000円
3，020，000円
28，630，000円
1，710，000円
27，620，000円
75，945，500円
5，222，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，112，510，400円
1，484，087，200円
476，580，400円
2，247，535，600円
917，126，000円
1，744，009，900円
4，031，699，300円
4，941，359，700円
702，316，900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 17，657，225，400円

総入場人員 1，899名 （有料入場人員 1，789名）
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