
21037 8月1日 曇 良 （3新潟3） 第4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
1：33．3
1：32．3

良
良

69 ベルクレスタ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：35．6 1．3�
11 プラウドオブユー 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 384－101：36．23� 23．3�
610 マニカルニカ 牝2栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋101：36．3� 3．8�
711 ショウナンラタン 牡2栗 54 石橋 脩国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 21：36．61� 17．2�
46 ギャラクシーセブン 牡2栗 54

51 ▲角田 大和 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 442－ 81：37．24 34．7	

57 クレスコジョケツ 牝2鹿 54
53 ☆富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 474＋ 21：37．3クビ 130．9


813 ヨウヘンテンモク 牡2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 450＋ 4 〃 クビ 291．4�

58 マイネルヘリテージ 牡2鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 浜口牧場 392－ 81：37．83 228．6�
45 トーセンフィジカル 牡2鹿 54

51 ▲原 優介島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 478－ 41：37．9� 433．2�

33 パウダリースノー 牝2黒鹿54 幸 英明ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 2 〃 クビ 15．5�

22 ダイヴトゥブルー 牡2栗 54 川須 栄彦�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466－ 41：38．32 175．5�

712 パ ン ケ ー キ 牝2青 54
53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 418＋ 21：38．83 320．0�

814 ロードマーサ 牡2青鹿54 西村 淳也伊澤 正行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 474－ 21：39．75 60．7�
34 ウインマミリアス 牡2鹿 54 松若 風馬�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 森 政巳 466＋101：40．01� 138．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，734，000円 複勝： 208，772，400円 枠連： 18，752，100円
馬連： 74，195，700円 馬単： 47，552，000円 ワイド： 67，999，500円
3連複： 130，131，500円 3連単： 227，616，000円 計： 828，753，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 220円 � 110円 枠 連（1－6） 860円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 350円 �� 120円 �� 570円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 537340 的中 � 308427（1番人気）
複勝票数 計2087724 的中 � 1696511（1番人気）� 35621（5番人気）� 161234（2番人気）
枠連票数 計 187521 的中 （1－6） 16869（4番人気）
馬連票数 計 741957 的中 �� 49238（4番人気）
馬単票数 計 475520 的中 �� 25029（5番人気）
ワイド票数 計 679995 的中 �� 37775（4番人気）�� 213126（1番人気）�� 21373（8番人気）
3連複票数 計1301315 的中 ��� 140083（3番人気）
3連単票数 計2276160 的中 ��� 48012（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．9―48．6―1：01．2―1：13．0―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルクレスタ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Numerous デビュー 2021．6．12 中京2着

2019．2．6生 牝2鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインマミリアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月1日まで平地競走

に出走できない。
ロードマーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月1日まで平地競走に
出走できない。

21038 8月1日 曇 良 （3新潟3） 第4日 第2競走 1，000�2歳未勝利
発走10時40分 （芝・直線）

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

中央レコード
55．0
55．0

良
良

611 エ シ ェ ロ ン 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 山岡牧場 456＋ 2 56．8 3．1�
510 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 菅原 明良�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 450＋ 2 56．9� 16．3�
715 アンサングヒーロー 牡2鹿 54 松山 弘平 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 460＋ 2 〃 クビ 5．7�
36 シーズアクイーン 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 430± 0 57．0クビ 14．9�
816 ト ゥ ワ イ ス 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也�野 智博氏 田中 剛 新冠 イワミ牧場 376－ 6 〃 ハナ 57．9	
818 スピードドリブン 牡2鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 500＋ 4 57．1� 4．1

612 エクラプリエール 牝2鹿 54 丸田 恭介鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 436－ 6 57．2� 158．1�
714 エスティメート 牡2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 442＋ 2 57．3クビ 118．5�
817 ジェイケイミリミリ 牝2青鹿54 石川裕紀人小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 450－10 〃 クビ 21．4
48 ロープスピニング 牝2鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 414－24 〃 ハナ 9．6�
47 ラムリケティ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵ムーティエR 牧田 和弥 様似 富田 恭司 376＋ 2 57．51 12．0�
12 パ ナ シ ュ 牡2黒鹿54 城戸 義政�ミルファーム 中野 栄治 浦河 富塚ファーム 412± 0 58．24 150．9�
59 レディビートル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 382－ 6 〃 アタマ 42．6�
23 ク ラ ー ラ 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 432－12 58．52 111．0�
11 フェスティヴメノコ 牝2鹿 54 西村 淳也臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 420＋ 8 58．92� 116．4�
713 ブルーアンドグレイ 牡2青鹿54 長岡 禎仁�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか キヨタケ牧場 438－ 2 59．32 228．4�
35 ピンクパフェ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 山際 智 414－ 2 59．62 304．0�
24 ユアマイホープ 牡2鹿 54

51 ▲小林 脩斗�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 466－ 6 59．81� 140．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，665，800円 複勝： 63，056，300円 枠連： 25，301，400円
馬連： 91，132，100円 馬単： 39，618，800円 ワイド： 85，137，500円
3連複： 170，325，700円 3連単： 166，355，000円 計： 693，592，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 270円 � 180円 枠 連（5－6） 1，630円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 770円 �� 300円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 526658 的中 � 137693（1番人気）
複勝票数 計 630563 的中 � 183711（1番人気）� 43030（6番人気）� 81627（3番人気）
枠連票数 計 253014 的中 （5－6） 11960（7番人気）
馬連票数 計 911321 的中 �� 32365（7番人気）
馬単票数 計 396188 的中 �� 9782（9番人気）
ワイド票数 計 851375 的中 �� 26570（6番人気）�� 82580（1番人気）�� 23240（8番人気）
3連複票数 計1703257 的中 ��� 43129（5番人気）
3連単票数 計1663550 的中 ��� 9352（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．3―44．7

上り4F44．6－3F34．2
勝馬の
紹 介

エ シ ェ ロ ン �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Cozzene デビュー 2021．7．3 福島4着

2019．3．6生 牡2黒鹿 母 ノーモアクライ 母母 Rain Symphony 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 エシェロン号の騎手杉原誠人は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブレットプルーフ号

第３回 新潟競馬 第４日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



21039 8月1日 曇 良 （3新潟3） 第4日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10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

34 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 438＋ 21：11．6 3．1�
611 ルージュセリーズ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B486－ 61：12．02� 11．1�
46 トランセンドパスト 牡3鹿 56 丸山 元気簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 21：12．32 3．7�
610 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 408＋ 21：12．4� 11．3�
59 ラントゥザスカイ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 458 ― 〃 ハナ 26．7	
23 ジェイケーフェイス 牝3鹿 54 松山 弘平 STレーシング 今野 貞一 新ひだか 高橋フアーム 426＋ 41：12．5クビ 6．8

814 ゴールデンシエロ 牝3栗 54 丸田 恭介大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 480± 01：12．71� 36．0�
815 メイショウハマユウ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 436＋ 4 〃 同着 14．7�
22 アラベスクパンシェ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子内藤 好江氏 竹内 正洋 日高 中館牧場 488＋101：13．44 131．5
713 スズカガーベラ 牡3鹿 56 和田 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 506 ―1：13．71� 39．1�
47 テイエムサラトガ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム
牧場株式会社 456＋12 〃 クビ 226．5�

58 ブライダルクイーン 牝3芦 54
51 ▲小林 脩斗飯田 正剛氏 手塚 貴久 新ひだか 千代田牧場 B458－ 21：13．8� 68．8�

11 イーゴサンライズ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 492＋201：14．12 17．6�

712 オープンワールド 牡3青鹿56 菅原 明良�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 21：14．2� 10．6�
35 マイトレジャー 牝3鹿 54 柴山 雄一太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 508 ―1：19．5大差 110．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，077，000円 複勝： 66，106，000円 枠連： 18，118，100円
馬連： 82，007，700円 馬単： 33，715，400円 ワイド： 76，154，700円
3連複： 131，312，600円 3連単： 131，855，100円 計： 581，346，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 230円 � 130円 枠 連（3－6） 940円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 600円 �� 290円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 420770 的中 � 106827（1番人気）
複勝票数 計 661060 的中 � 134775（2番人気）� 55376（5番人気）� 150422（1番人気）
枠連票数 計 181181 的中 （3－6） 14871（3番人気）
馬連票数 計 820077 的中 �� 35470（7番人気）
馬単票数 計 337154 的中 �� 9203（8番人気）
ワイド票数 計 761547 的中 �� 30719（5番人気）�� 73182（1番人気）�� 30205（6番人気）
3連複票数 計1313126 的中 ��� 44379（3番人気）
3連単票数 計1318551 的中 ��� 7325（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルグレイス �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．14 阪神4着

2018．4．25生 牝3鹿 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ 9戦1勝 賞金 13，190，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイトレジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月1日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ソーラーストーム号・ハギノダンシング号・プレシャスゴールド号

21040 8月1日 雨 良 （3新潟3） 第4日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 504＋ 21：54．1 2．7�
11 メイプルエクセル 牡3栗 56 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 520－ 21：55．16 3．9�
34 メイショウピスカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 440± 0 〃 アタマ 3．0�
46 スマイルヴィヴァン 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 432－ 41：55．95 26．6�
713 ヤギリエール 牝3鹿 54 野中悠太郎内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桑嶋 峰雄 448± 01：56．0クビ 18．0�
815 メイショウアルト 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 486＋ 7 〃 アタマ 34．0	
712 グランツエクラ 牡3黒鹿56 �島 良太岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492＋ 81：56．1� 24．0

58 スウィートチェリー 牝3栗 54 江田 照男草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 486± 01：56．52 49．5�
59 サフランポケット 牡3鹿 56 太宰 啓介海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 468＋10 〃 クビ 16．3�
23 デルマニッコウ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 434－ 61：56．6� 146．8
611 パラダイスギンガ 牡3鹿 56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 450＋ 81：57．13 68．8�
35 フミエイター 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗林 文彦氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 416＋ 21：57．41� 310．1�
22 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 原 弘之 506＋101：57．71� 52．9�
47 メイショウランブ 牝3青 54

51 ▲松本 大輝松本 好雄氏 松下 武士 浦河 まるとみ冨岡牧場 448＋ 61：58．55 69．1�
814 メイショウアタゴ 牡3鹿 56 城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新冠 秋田牧場 506－ 41：59．24 146．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，563，700円 複勝： 51，536，400円 枠連： 17，329，000円
馬連： 76，736，700円 馬単： 36，149，300円 ワイド： 74，429，900円
3連複： 129，878，900円 3連単： 150，130，800円 計： 582，754，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（1－6） 700円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 465637 的中 � 134578（1番人気）
複勝票数 計 515364 的中 � 106869（2番人気）� 86415（3番人気）� 123349（1番人気）
枠連票数 計 173290 的中 （1－6） 19011（3番人気）
馬連票数 計 767367 的中 �� 84725（3番人気）
馬単票数 計 361493 的中 �� 19370（6番人気）
ワイド票数 計 744299 的中 �� 59608（3番人気）�� 87305（1番人気）�� 78440（2番人気）
3連複票数 計1298789 的中 ��� 190212（1番人気）
3連単票数 計1501308 的中 ��� 33367（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．8―13．4―13．3―12．4―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．9―50．3―1：03．6―1：16．0―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
7，14，3，11，13（2，6）10，4，9，15，1，12－8，5・（7，10）－（14，13）（3，1）（11，9）6（4，12）2，15（8，5）

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

勝馬の
紹 介

セイウンオードリー �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2020．7．19 函館9着

2018．3．23生 牡3鹿 母 ゴールドアシュレイ 母母 ハロウィーン 14戦1勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアタゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月1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〕 フミエイター号・メイショウランブ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月1日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダーアバロン号
（非抽選馬） 6頭 アミスタ号・イカロスカフェ号・スリーケイエヌ号・チョウワイルド号・プロヴァンスロゼ号・レッドルーベンス号



21041 8月1日 雨 良 （3新潟3） 第4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

810 ルージュスティリア 牝2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 466 ―1：51．2 1．4�
89 スターズオンアース 牝2黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464 ―1：51．3� 4．9�
66 ダノンフューチャー 牡2栗 54 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 506 ―1：51．5� 12．2�
44 サウンドクレア 牝2鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 426 ―1：51．92� 24．2�
11 サイモンバロン 牡2鹿 54 木幡 巧也澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 460 ―1：52．11� 78．3	
22 タミオスター 牡2青鹿54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 浦河 鎌田 正嗣 486 ―1：52．41� 9．6

55 マリオロード 牡2鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454 ―1：52．72 57．8�
77 キ ン ト リ ヒ 牡2芦 54 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 452 ―1：52．8� 26．1�

78 クリノハヤブサ 牡2黒鹿54 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 青森 野々宮牧場 468 ―1：53．01� 196．6
33 オヒロイチョウサン 牡2鹿 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 450 ―1：53．21� 123．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 74，886，000円 複勝： 194，187，700円 枠連： 13，178，300円
馬連： 64，919，600円 馬単： 51，695，300円 ワイド： 58，104，300円
3連複： 96，437，000円 3連単： 230，993，400円 計： 784，401，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 110円 � 150円 枠 連（8－8） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，280円

票 数

単勝票数 計 748860 的中 � 427909（1番人気）
複勝票数 計1941877 的中 � 1563063（1番人気）� 126184（2番人気）� 64277（4番人気）
枠連票数 計 131783 的中 （8－8） 39456（1番人気）
馬連票数 計 649196 的中 �� 192438（1番人気）
馬単票数 計 516953 的中 �� 111522（1番人気）
ワイド票数 計 581043 的中 �� 136287（1番人気）�� 58043（3番人気）�� 27301（6番人気）
3連複票数 計 964370 的中 ��� 131902（1番人気）
3連単票数 計2309934 的中 ��� 130445（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．8―39．0―52．5―1：05．9―1：18．3―1：29．4―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F32．9
3 ・（3，6）（1，2，7）（8，10）（4，9）5 4 ・（3，6）（1，2，7）10（8，4，9）5

勝馬の
紹 介

ルージュスティリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2019．3．19生 牝2鹿 母 ドライヴンスノー 母母 Wandesta 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21042 8月1日 曇 良 （3新潟3） 第4日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走13時00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
1：33．3
1：32．3

良
良

713 ボンクラージュ 牝2黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 434 ―1：35．4 75．5�
11 マ リ ネ ロ 牝2芦 54 柴田 大知 �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 416 ―1：35．92� 52．8�
23 ナムラクレア 牝2青鹿54 �島 克駿奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 464 ―1：36．11� 13．1�
510 サブライムアンセム 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：36．52� 2．5�
12 グランスラムアスク 牝2鹿 54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470 ―1：36．92� 4．3	
818 ル ミ ネ イ ト 牝2鹿 54 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 506 ―1：37．0� 48．3

24 バオバブスピリット 牝2青鹿 54

53 ☆斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社

安達牧場 418 ― 〃 クビ 99．1�
714 アークヴィクトリア 牝2栗 54 柴田 善臣成瀬 篤司氏 本間 忍 平取 スガタ牧場 446 ―1：37．31� 41．6�
816 ミーナティエルナ 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 432 ―1：37．4� 45．6
48 グリーンシアター 牝2栗 54 松若 風馬平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森

本スティーブル 454 ―1：37．61� 140．7�
35 ゼロドラゴン 牝2黒鹿54 菅原 明良�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 442 ―1：37．81 5．3�
817 シャドウヴェール 牝2栗 54 西村 淳也飯塚 知一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464 ―1：38．12 71．8�
47 スピードクィーン 牝2鹿 54 武藤 雅小泉 禎剛氏 田島 俊明 浦河 グランデファーム 442 ―1：38．2� 165．3�
611 ナツイロノオトメ 牝2青鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 478 ―1：38．3� 8．2�
715 ムーンワード 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 492 ― 〃 ハナ 154．1�
59 トーホウパラダイス 牝2栗 54 幸 英明東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 498 ―1：38．62 24．9�
612 スピーシーズ 牝2栗 54 武士沢友治吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B434 ―1：39．23� 187．0�

（17頭）
36 スノーグレース 牝2栗 54 丸山 元気 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム （計量不能） （競走除外）

売 得 金
単勝： 64，025，000円 複勝： 79，069，600円 枠連： 21，506，100円
馬連： 77，545，000円 馬単： 35，387，200円 ワイド： 74，905，700円
3連複： 122，107，800円 3連単： 134，279，400円 計： 608，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，550円 複 勝 � 1，640円 � 1，570円 � 450円 枠 連（1－7） 3，380円

馬 連 �� 72，490円 馬 単 �� 185，590円

ワ イ ド �� 17，410円 �� 7，590円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 296，370円 3 連 単 ��� 2，028，170円

票 数

単勝票数 差引計 640250（返還計 16135） 的中 � 7203（12番人気）
複勝票数 差引計 790696（返還計 10262） 的中 � 12193（11番人気）� 12761（10番人気）� 50997（5番人気）
枠連票数 差引計 215061（返還計 1398） 的中 （1－7） 4919（15番人気）
馬連票数 差引計 775450（返還計 46464） 的中 �� 829（88番人気）
馬単票数 差引計 353872（返還計 21723） 的中 �� 143（181番人気）
ワイド票数 差引計 749057（返還計 29663） 的中 �� 1105（87番人気）�� 2548（50番人気）�� 3791（42番人気）
3連複票数 差引計1221078（返還計115523） 的中 ��� 309（338番人気）
3連単票数 差引計1342794（返還計138541） 的中 ��� 48（2051番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．7―12．2―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―49．1―1：01．3―1：12．7―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンクラージュ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2019．3．18生 牝2黒鹿 母 レアファインド 母母 ネットオークション 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〕 スノーグレース号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。
※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。
（非当選馬） 3頭 スカイトレイル号・プラニエータ号・マエマエ号



21043 8月1日 曇 良 （3新潟3） 第4日 第7競走 ��1，200�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 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

24 シゲルカチョウ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 484－ 81：08．8 3．9�
23 ブルーダイヤ 牝3鹿 54 江田 照男古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 秋田牧場 B454± 01：09．12 21．5�
612 ララティーナ 牝3栗 54 石橋 脩米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 412－ 8 〃 クビ 89．4�
715 メイショウイジゲン 牡3芦 56 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 420－ 81：09．2クビ 3．7�
47 ペガサスウイング 牝3青鹿54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 452＋141：09．3� 10．4�
818 リリーホワイト 牝3栗 54

51 ▲角田 大和�レッドマジック金成 貴史 浦河 杵臼牧場 448－ 41：09．41 52．4	
36 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 454＋121：09．5クビ 9．3

510 リュウノクララ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 440－ 2 〃 クビ 5．7�
11 キャルベロス 牡3鹿 56 菅原 明良里見 治紀氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532± 0 〃 アタマ 23．5�
48 ティーストーク 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 462－ 41：09．6� 43．9
817 アリエージュ 牝3黒鹿54 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 444－ 8 〃 ハナ 165．1�
59 ゲ ッ ト オ ン 牡3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 木田 晶範 458－ 21：09．81� 155．9�
713 イズジョードリーム 牡3鹿 56 幸 英明泉 一郎氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 518＋161：10．11� 36．0�
714 フレディバローズ 牡3黒鹿56 岩田 望来猪熊 広次氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 490＋ 6 〃 アタマ 12．5�
12 カヴァーチャ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 坂本 春信 472 ―1：10．2� 245．9�
611 キ ョ ウ ジ 牡3黒鹿56 西村 淳也 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：10．62� 12．2�
35 ペガサスファーマ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 432＋ 81：10．7� 294．1�
816 メイショウサブゼロ 牡3青鹿 56

53 ▲松本 大輝松本 好雄氏 本田 優 浦河 日進牧場 504＋221：14．9大差 330．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 53，319，600円 複勝： 81，512，000円 枠連： 21，438，900円
馬連： 98，125，600円 馬単： 37，782，200円 ワイド： 92，158，300円
3連複： 155，421，900円 3連単： 154，287，400円 計： 694，045，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 550円 � 2，070円 枠 連（2－2） 3，150円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 5，680円 �� 20，620円

3 連 複 ��� 95，540円 3 連 単 ��� 327，070円

票 数

単勝票数 計 533196 的中 � 108914（2番人気）
複勝票数 計 815120 的中 � 140673（2番人気）� 35530（8番人気）� 8423（13番人気）
枠連票数 計 214389 的中 （2－2） 5268（14番人気）
馬連票数 計 981256 的中 �� 22623（13番人気）
馬単票数 計 377822 的中 �� 5518（19番人気）
ワイド票数 計 921583 的中 �� 18923（16番人気）�� 4136（52番人気）�� 1128（86番人気）
3連複票数 計1554219 的中 ��� 1220（201番人気）
3連単票数 計1542874 的中 ��� 342（816番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．7―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 ・（4，8，13）（3，7，10，14）（1，9，18）（11，15）12（5，17）（2，6）＝16 4 ・（4，8，13）（3，7，10，14）（1，9，18）15，11，12，17（5，6）2＝16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルカチョウ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．10 京都9着

2018．3．25生 牝3鹿 母 ジーニマジック 母母 ベッラベリッシモ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサブゼロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月1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〕 ゲットオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月1日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヘネラルカレーラ号
（非抽選馬） 3頭 スズアンジー号・ヤマニンオドラント号・ララアンドツイカ号

21044 8月1日 晴 良 （3新潟3） 第4日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

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

59 ノ ー リ ス 牡3黒鹿54 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 530＋101：10．6 2．6�
713� ビービーグエル 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 512＋161：11．55 9．4�
814 スペースクラフト �5芦 57 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486－ 21：11．6� 6．5�
23 チャペルレーン 牝3黒鹿 52

49 ▲永野 猛蔵 �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 452＋ 2 〃 アタマ 5．3�
34 ライヴクラッカー 牡3黒鹿54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B496＋101：11．7� 17．0	
58 タガノマーチ 牝3黒鹿52 幸 英明八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 21：11．9� 23．2

815 ゴールデンプルーフ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 486＋121：12．0� 6．3�
47 	 ジッピーレーサー �4鹿 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470＋ 41：12．42
 22．8�
46 � ラグローリア 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介ライオンレースホース� 辻 哲英 浦河 中村 雅明 B458＋101：12．61 286．7
610� メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B514＋10 〃 ハナ 43．6�
35 トップオアシス 牡3黒鹿54 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 438＋12 〃 アタマ 56．3�
712 スリーマイトコーズ 牝3栗 52 内田 博幸永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 450＋ 21：13．24 20．8�
611 グラドゥアーレ 牡7栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：13．3クビ 132．8�
11 ス ト レ ガ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 456＋ 41：13．4� 320．4�
22 ノーブルハーバー 牝3鹿 52 岩田 望来吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 466＋ 61：13．92
 52．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，126，100円 複勝： 86，189，100円 枠連： 26，318，700円
馬連： 113，810，600円 馬単： 41，207，200円 ワイド： 96，858，600円
3連複： 175，706，900円 3連単： 180，694，400円 計： 782，911，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 250円 � 230円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 550円 �� 380円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 621261 的中 � 188492（1番人気）
複勝票数 計 861891 的中 � 192923（1番人気）� 75791（5番人気）� 87713（4番人気）
枠連票数 計 263187 的中 （5－7） 24793（3番人気）
馬連票数 計1138106 的中 �� 66638（4番人気）
馬単票数 計 412072 的中 �� 13382（5番人気）
ワイド票数 計 968586 的中 �� 44806（3番人気）�� 70577（1番人気）�� 22798（13番人気）
3連複票数 計1757069 的中 ��� 51232（2番人気）
3連単票数 計1806944 的中 ��� 11743（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．3―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．0―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ー リ ス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．10．24 東京3着

2018．3．20生 牡3黒鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 10戦2勝 賞金 24，370，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イルデレーヴ号・チャイブテソーロ号・トリプルシックス号・ネイチャーカレン号・ペガサスハーツ号
（非抽選馬） 2頭 ゴルトファルベン号・リアンフィーユ号



21045 8月1日 晴 良 （3新潟3） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

47 アンドヴァラナウト 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434－ 41：58．2 1．7�
23 ダノンドリーマー 牡3鹿 54 岩田 望来�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488－ 21：58．41� 4．9�
24 アスターナランハ 牡3黒鹿54 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B460－101：59．03	 22．3�
35 シャドウエリス 牝3鹿 52 幸 英明飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 452＋10 〃 クビ 15．1�
12 マイネルジャッカル 牡3鹿 54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 清水 小野瀬 竜馬 462－ 61：59．1クビ 40．0	
510 ワイドエンペラー 牡3鹿 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 508＋18 〃 ハナ 6．0

11 レインカルナティオ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494＋121：59．41	 28．1�
36 
 ジェイケイエピファ 牝4青鹿55 菅原 明良小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 486＋ 4 〃 クビ 47．9�
715 ビートザウイングス �4栗 57 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B468± 01：59．5クビ 27．3
611 マジストラル 牡5鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 496－ 62：00．03	 46．4�
612 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 小崎 綾也奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 484＋ 42：00．1クビ 293．0�
713 ウエスタンランポ 牝5鹿 55 柴田 善臣西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 426＋ 4 〃 クビ 112．2�
48 ラヴベローナ 牝6鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B476－162：00．2� 96．3�
818 ナムラスワガー 牡3鹿 54 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 498± 02：00．41 144．1�
816 ローレリスト 牡4鹿 57 宮崎 北斗多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：01．99 246．4�
817
 フォーキャスト 牡4鹿 57 吉田 豊村野 康司氏 戸田 博文 日高 下河辺牧場 534－ 22：02．0	 272．1�

59 ララロトリー �4黒鹿57 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 466－ 62：03．38 185．5�
（法942）

714 シャルマンシェリー 牝3鹿 52 酒井 学 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか カタオカフアーム 466－ 22：03．93	 259．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 62，054，200円 複勝： 113，868，500円 枠連： 27，557，500円
馬連： 129，096，400円 馬単： 60，059，800円 ワイド： 99，592，600円
3連複： 203，448，900円 3連単： 284，545，600円 計： 980，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 340円 枠 連（2－4） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 220円 �� 610円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 620542 的中 � 290762（1番人気）
複勝票数 計1138685 的中 � 562086（1番人気）� 162746（2番人気）� 38483（5番人気）
枠連票数 計 275575 的中 （2－4） 55508（1番人気）
馬連票数 計1290964 的中 �� 244708（1番人気）
馬単票数 計 600598 的中 �� 79786（1番人気）
ワイド票数 計 995926 的中 �� 140908（1番人気）�� 37946（5番人気）�� 21035（11番人気）
3連複票数 計2034489 的中 ��� 70476（4番人気）
3連単票数 計2845456 的中 ��� 37782（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―11．5―11．9―12．8―12．7―12．0―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．8―46．3―58．2―1：11．0―1：23．7―1：35．7―1：46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンドヴァラナウト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．21 阪神2着

2018．2．21生 牝3黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 5戦2勝 賞金 23，885，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララロトリー号・シャルマンシェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月

1日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メラーキ号

21046 8月1日 晴 良 （3新潟3） 第4日 第10競走 ��1，800�
りゅうと

柳都ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，2．8．1以降3．7．25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

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 ホウオウスクラム 牡6栗 54 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 512－101：51．3 54．9�
713 ゴールドパラディン 牡4栗 55 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 21：51．51� 6．1�
35 � ニュートンテソーロ 牡4鹿 56 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC 506± 01：51．82 3．4�

34 ワイドソロモン 牡4栗 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 496＋ 81：51．9クビ 25．6�
11 � ア ヴ ァ ン セ �5鹿 55 木幡 巧也飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 480＋ 21：52．0� 28．3�
23 ソルトイブキ 牡5黒鹿55 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 B494± 01：52．32 15．8	
610 ワンダーウマス 牡7鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488＋101：52．5� 27．9

712 スズカゴウケツ 牡4鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 6 〃 クビ 4．5�
58 キタノオクトパス 牡4鹿 56 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 550－ 41：52．6クビ 7．4�
46 ハンメルフェスト 牡4黒鹿55 浜中 俊三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 564＋ 61：52．92 15．5�
815 ルコントブルー 牝4黒鹿53 松若 風馬 シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544－161：53．11	 20．5�
814 ホッコーアカツキ 牡4鹿 54 国分 優作北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 516＋ 61：54．05 53．0�
611 メイショウヨカゼ 牡4栗 55 菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 520＋ 81：54．1クビ 12．0�
47 レトロフィット 牝5鹿 51 永野 猛蔵吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 490± 01：55．16 97．1�
59 レッドシルヴァーナ 牝5芦 51 荻野 極 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 530＋141：55．31� 40．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，378，800円 複勝： 109，532，700円 枠連： 35，448，400円
馬連： 182，090，500円 馬単： 66，012，000円 ワイド： 137，590，600円
3連複： 295，433，100円 3連単： 325，454，900円 計： 1，224，941，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，490円 複 勝 � 1，060円 � 200円 � 160円 枠 連（2－7） 1，740円

馬 連 �� 23，940円 馬 単 �� 59，150円

ワ イ ド �� 5，450円 �� 2，960円 �� 510円

3 連 複 ��� 24，130円 3 連 単 ��� 297，170円

票 数

単勝票数 計 733788 的中 � 10681（14番人気）
複勝票数 計1095327 的中 � 18826（13番人気）� 145651（3番人気）� 232593（1番人気）
枠連票数 計 354484 的中 （2－7） 15735（7番人気）
馬連票数 計1820905 的中 �� 5894（62番人気）
馬単票数 計 660120 的中 �� 837（138番人気）
ワイド票数 計1375906 的中 �� 6163（59番人気）�� 11467（34番人気）�� 75107（2番人気）
3連複票数 計2954331 的中 ��� 9182（79番人気）
3連単票数 計3254549 的中 ��� 794（844番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．9―49．9―1：02．5―1：14．8―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウスクラム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．10 中山6着

2015．4．22生 牡6栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 34戦4勝 賞金 67，989，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アスターマリンバ号・ヴァーダイト号・エスト号・コパノリッチマン号・ジョディー号・スズカデレヤ号・

デュアライズ号・ニーズヘッグ号・ハヤブサナンデクン号・バラーディスト号・フローリン号・
ホウオウトゥルース号・メイショウヨソユキ号

１レース目 ３レース目



21047 8月1日 晴 良 （3新潟3） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

かんえつ

関越ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

35 サトノウィザード 牡5鹿 56 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 宮田 敬介 日高 下河辺牧場 510＋161：46．1 4．8�
12 ウインイクシード 牡7黒鹿57 松山 弘平�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 502＋ 41：46．2	 5．3�
714
 ソッサスブレイ �7栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 448－ 6 〃 アタマ 155．5�
11 ワンダープチュック 牡7黒鹿56 津村 明秀山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 504－ 2 〃 アタマ 17．7�
612 フ ラ ン ツ 牡6鹿 56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 10．0�
24 ジュンライトボルト 牡4鹿 56 岩田 望来河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：46．3� 2．9	
815 ロードマイウェイ 牡5鹿 59 中井 裕二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：46．61� 55．3

47 フィリアプーラ 牝5鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 24．7�
510 サトノクロニクル 牡7鹿 57 永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：46．91� 8．5
23 フォックスクリーク 牡6黒鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 19．3�
713 ハッピーアワー 牡5鹿 57 荻野 極髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋141：47．0クビ 54．4�
816 マイネルサーパス 牡5黒鹿58 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B484± 01：47．1	 54．9�
59 アバルラータ 牝7鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 島 一歩 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：47．2クビ 79．5�
48 インビジブルレイズ 牡7鹿 57 富田 暁 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 472＋ 81：47．41� 19．8�
36 マリオマッハー 牡4芦 56 島 克駿サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 B460± 01：47．82� 43．3�
611 アメリカズカップ 牡7黒鹿56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 01：47．91 101．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 135，311，300円 複勝： 163，143，800円 枠連： 77，415，900円 馬連： 378，227，400円 馬単： 137，753，100円
ワイド： 239，157，300円 3連複： 643，116，300円 3連単： 809，781，300円 5重勝： 710，180，500円 計： 3，294，086，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 230円 � 2，520円 枠 連（1－3） 1，050円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 680円 �� 10，380円 �� 12，560円

3 連 複 ��� 62，860円 3 連 単 ��� 246，670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����� 1，807，730円

票 数

単勝票数 計1353113 的中 � 223550（2番人気）
複勝票数 計1631438 的中 � 235775（2番人気）� 201116（3番人気）� 12875（16番人気）
枠連票数 計 774159 的中 （1－3） 56648（4番人気）
馬連票数 計3782274 的中 �� 197843（4番人気）
馬単票数 計1377531 的中 �� 37065（7番人気）
ワイド票数 計2391573 的中 �� 96463（4番人気）�� 5728（79番人気）�� 4726（86番人気）
3連複票数 計6431163 的中 ��� 7673（159番人気）
3連単票数 計8097813 的中 ��� 2380（628番人気）
5重勝票数 計7101805 的中 ����� 275

ハロンタイム 12．7―11．8―11．6―12．1―12．2―11．9―11．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．1―48．2―1：00．4―1：12．3―1：23．4―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノウィザード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．14 京都1着

2016．3．30生 牡5鹿 母 ブロードストリート 母母 フィラストリート 16戦5勝 賞金 109，082，000円

21048 8月1日 晴 良 （3新潟3） 第4日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時30分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

47 ノアヴィグラス 牝3栗 52
50 ◇藤田菜七子佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 462＋ 21：11．1 6．6�

712 オースミムテキ 牡5黒鹿57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 488± 01：11．2� 3．5�
23 スペクタクル 牡3栗 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 502＋101：11．41� 3．2�
34 ホウオウジャッジ 牡6鹿 57 柴田 大知小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：11．71� 28．2�
35 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448－ 8 〃 アタマ 198．0�
11 � リュウシンベガス 牡7黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 	信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B502－ 8 〃 ハナ 74．8

814 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 田辺 裕信鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 436－101：11．8� 6．4�
58 グーテンモルゲン 牡5鹿 57 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 516＋ 21：11．9クビ 22．8�
22 アスカノダイチ 牡5栗 57 松山 弘平豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 526＋ 61：12．21� 24．4
815 ハナブショウ 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 456＋ 8 〃 クビ 20．0�
46 ラストサムライ 牡3芦 54 菅原 明良玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：12．51� 12．1�
611	 ワールドイズマイン 牝5鹿 55

52 ▲角田 大和�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 462－ 2 〃 クビ 23．4�

610 メイショウソウビ 
7鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472－ 41：12．71� 69．0�
59 ライクアジュエリー 牝4鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 452＋ 61：14．6大差 93．1�
713 ユキノグローリー 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 492＋ 2 〃 同着 87．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 143，685，700円 複勝： 174，323，500円 枠連： 55，388，400円
馬連： 278，503，100円 馬単： 107，120，700円 ワイド： 240，478，500円
3連複： 479，069，200円 3連単： 545，463，400円 計： 2，024，032，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 140円 � 150円 枠 連（4－7） 700円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 440円 �� 610円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計1436857 的中 � 174093（4番人気）
複勝票数 計1743235 的中 � 196200（4番人気）� 339741（1番人気）� 319687（2番人気）
枠連票数 計 553884 的中 （4－7） 60471（2番人気）
馬連票数 計2785031 的中 �� 188903（2番人気）
馬単票数 計1071207 的中 �� 35228（6番人気）
ワイド票数 計2404785 的中 �� 139909（2番人気）�� 95403（6番人気）�� 167726（1番人気）
3連複票数 計4790692 的中 ��� 180801（1番人気）
3連単票数 計5454634 的中 ��� 31222（14番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．2―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．7―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノアヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．18 福島3着

2018．4．8生 牝3栗 母 ダブルアクセル 母母 ホクトペンダント 9戦3勝 賞金 31，730，000円
※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。
（非抽選馬） 9頭 サンビショップ号・ダンシングサンダー号・チュウワフライヤー号・デルマカミカゼ号・ドラセナ号・トロシュナ号・

マリスドランジュ号・ミフトゥーロ号・ロゼキルシュ号

５レース目



（3新潟3）第4日 8月1日（日曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

210，940，000円
6，040，000円
29，660，000円
1，550，000円
24，540，000円
80，662，500円
5，115，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
863，827，200円
1，391，298，000円
357，752，800円
1，646，390，400円
694，053，000円
1，342，567，500円
2，732，389，800円
3，341，456，700円
710，180，500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 13，079，915，900円

総入場人員 1，911名 （有料入場人員 1，732名）
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