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22025 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3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

45 ジャストアジゴロ 牡5黒鹿60 白浜 雄造原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 462－ 43：06．2 4．5�
33 マ リ オ 牡6鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 508＋103：06．51� 8．6�
69 プレスティージオ 牡8栗 60 北沢 伸也奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 484－ 83：06．71� 20．3�
44 アポロファントム 牡4鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 458＋ 63：07．23 63．0�
710 ブレーナード 牡4鹿 60 五十嵐雄祐吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 444± 03：07．41� 31．3�
813 ヴァンクールシルク 	7栗 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 580＋ 23：07．93 5．0	
68 トランスポーター 牡5芦 60 上野 翔安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 500± 03：08．53
 1．9

812� コルドゥーン 牡5青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 464＋ 43：09．02
 91．1�
57 � スズカユース 牝5栗 58 蓑島 靖典永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 450＋ 23：09．64 187．9�
22 ミッキーチャイルド 牡6鹿 60 草野 太郎野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 492－ 63：12．9大差 36．5
11 � クロノスバローズ 牡9黒鹿60 大江原 圭奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 矢野牧場 428＋143：15．1大差 77．0�
711� サンデーパームス 牡4鹿 60 黒岩 悠エムズレーシング 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480－ 43：15．2
 76．1�
56 ハ ウ エ バ ー 牡7栗 60 石神 深一古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 426－ 2 （競走中止） 20．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，539，400円 複勝： 24，635，600円 枠連： 8，520，400円
馬連： 35，049，500円 馬単： 19，674，400円 ワイド： 28，633，800円
3連複： 61，734，800円 3連単： 79，039，500円 計： 278，827，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 250円 � 520円 枠 連（3－4） 2，210円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，140円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 9，640円 3 連 単 ��� 43，110円

票 数

単勝票数 計 215394 的中 � 37724（2番人気）
複勝票数 計 246356 的中 � 33301（3番人気）� 27134（4番人気）� 10520（5番人気）
枠連票数 計 85204 的中 （3－4） 2982（8番人気）
馬連票数 計 350495 的中 �� 11682（7番人気）
馬単票数 計 196744 的中 �� 3059（13番人気）
ワイド票数 計 286338 的中 �� 9449（6番人気）�� 6437（11番人気）�� 3731（20番人気）
3連複票数 計 617348 的中 ��� 4800（30番人気）
3連単票数 計 790395 的中 ��� 1329（123番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．5－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャストアジゴロ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．2 新潟2着

2016．2．2生 牡5黒鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ 障害：4戦1勝 賞金 11，090，000円
〔競走中止〕 ハウエバー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため1周目3コーナーで競走中止。

22026 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

牝；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

34 トレイトセオリー 牝3栗 54 内田 博幸 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－141：53．1 60．7�

35 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 472＋ 41：53．73� 2．3�

47 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± 01：53．8� 36．2�
814 モモエチャン 牝3芦 54 柴田 大知 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 446＋ 81：54．97 35．7�
610 マテラガニア 牝3黒鹿54 丸田 恭介大野 照旺氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 476＋ 41：55．0� 4．0	
59 ダリアテソーロ 牝3芦 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 幌村牧場 B448＋ 41：55．42� 11．4

712 シエルドゥレーヴ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋141：55．5� 12．0�
46 ホウオウハイエスト 牝3栗 54

51 ▲原 優介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B516－ 6 〃 ハナ 11．4�
713 パッドゥラパン 牝3芦 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 B450＋ 21：56．56 61．0
611 ラブカプチーノ 牝3芦 54 M．デムーロ増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 498± 01：57．03� 6．4�
815 ジャストメイビー 牝3鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋141：57．1� 26．2�
11 スワンダフル 牝3鹿 54 木幡 初也下河邉 博氏 竹内 正洋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 460± 01：57．84 219．0�
58 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± 01：58．01� 33．2�
23 ルージュシャルマン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 B454－ 61：58．42� 242．8�
22 フェアリーミラー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗樋口 雅彦氏 黒岩 陽一 新冠 ハシモトフアーム 460± 01：58．82� 322．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，695，500円 複勝： 49，765，600円 枠連： 13，341，700円
馬連： 55，814，600円 馬単： 25，808，800円 ワイド： 57，457，800円
3連複： 85，446，400円 3連単： 89，018，600円 計： 409，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，070円 複 勝 � 1，360円 � 140円 � 570円 枠 連（3－3） 7，420円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 22，400円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 15，090円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 44，500円 3 連 単 ��� 388，780円

票 数

単勝票数 計 326955 的中 � 4303（11番人気）
複勝票数 計 497656 的中 � 7032（12番人気）� 134081（1番人気）� 18193（8番人気）
枠連票数 計 133417 的中 （3－3） 1392（17番人気）
馬連票数 計 558146 的中 �� 5744（24番人気）
馬単票数 計 258088 的中 �� 864（56番人気）
ワイド票数 計 574578 的中 �� 4922（30番人気）�� 959（63番人気）�� 11088（14番人気）
3連複票数 計 854464 的中 ��� 1440（101番人気）
3連単票数 計 890186 的中 ��� 166（715番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．5―49．5―1：02．1―1：14．4―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
・（4，5）7（3，15）（6，8，12）（2，10）9，11－14（1，13）・（4，5）7（6，9）10（12，15）－（8，11）（13，14）－3，2，1

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

勝馬の
紹 介

トレイトセオリー �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．3．13 中山16着

2018．1．27生 牝3栗 母 ベストリーダー 母母 ヴェストリーレディ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スマイルヴィヴァン号の騎手菅原明良は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュシャルマン号・フェアリーミラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

9月21日まで平地競走に出走できない。

第４回 新潟競馬 第３日



22027 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時15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

713 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 452－ 61：11．9 3．7�
35 レーヴドモンド 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 422－ 61：12．11� 20．7�
815 クレールフォルム 牝3栗 54 武藤 雅 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 464－ 21：12．63 52．6�
23 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム 470－ 21：12．81� 9．4�
58 レオンベルガー 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478± 01：12．9� 8．4�
11 スズジャッカル 牡3黒鹿56 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 504－ 41：13．22 2．0	
22 ハートロック �3栗 56 大庭 和弥
パニオロ 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 490－141：13．3� 105．6�
47 リーガルゲイリー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 432－ 21：13．4クビ 293．5�
46 キタノドンポートロ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 480＋ 2 〃 ハナ 23．9
59 リトルカプリース 牝3青 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 クビ 18．8�
611 トペコンヒーロ 牡3栗 56 内田 博幸細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 484＋ 6 〃 ハナ 43．9�
814 クレストモナーク 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗遠藤 良一氏 手塚 貴久 日高 加藤牧場 490－ 21：13．5クビ 163．9�
34 ショウナンサキガケ 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 B520± 01：13．92� 21．2�
610 メトロノーム 牝3鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 432 ―1：14．96 178．4�
712 ゼロワンタイガー 牝3鹿 54

51 ▲原 優介大田 恭充氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 514 ―1：16．610 300．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，022，900円 複勝： 53，686，400円 枠連： 13，785，100円
馬連： 56，571，000円 馬単： 30，959，200円 ワイド： 58，761，100円
3連複： 88，873，200円 3連単： 110，760，000円 計： 450，418，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 480円 � 1，050円 枠 連（3－7） 1，920円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，620円 �� 8，630円

3 連 複 ��� 39，110円 3 連 単 ��� 140，140円

票 数

単勝票数 計 370229 的中 � 79248（2番人気）
複勝票数 計 536864 的中 � 104636（2番人気）� 26258（6番人気）� 10858（10番人気）
枠連票数 計 137851 的中 （3－7） 5558（6番人気）
馬連票数 計 565710 的中 �� 10729（12番人気）
馬単票数 計 309592 的中 �� 4235（17番人気）
ワイド票数 計 587611 的中 �� 12073（14番人気）�� 5756（26番人気）�� 1715（44番人気）
3連複票数 計 888732 的中 ��� 1704（83番人気）
3連単票数 計1107600 的中 ��� 573（335番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．6―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．3―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トランセンドパスト �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．8．1 札幌9着

2018．3．19生 牡3鹿 母 ステキナポケット 母母 マ ー ゴ ー ン 8戦1勝 賞金 10，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼロワンタイガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイコトバ号・ブールタング号・マリーチ号・リュヌダムール号

22028 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第4競走 ��2，850�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400万円超過馬は超過額300
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3：01．4良

33 サトノファイター 牡5栗 60 黒岩 悠 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 480－ 23：02．5 12．4�
710 テイエムコンドル 牡10鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 462－ 23：03．24 15．7�
44 マイネルパラディ �7芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 478＋ 63：03．94 37．2�
22 � セデックカズマ 牡5黒鹿60 森 一馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 504－ 63：04．32� 3．2�
57 ポルトラーノ �5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496± 03：05．04 7．7	
69 レッドローゼス 牡7鹿 60 石神 深一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 490－ 4 〃 ハナ 2．8

68 トワイライトタイム 牡6青鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480－ 43：05．1クビ 5．9�
813 プレシャスタイム 牡8鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 2 〃 クビ 88．2�
56 � ウインリベロ 牡6栗 60 上野 翔�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 23：05．2クビ 66．3
45 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 514－ 43：05．51� 127．9�
812 インシュラー �7鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454－ 23：05．92� 48．8�
711 アキリザーブ 牝4黒鹿58 江田 勇亮石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 486＋ 63：09．6大差 103．8�
11 アーバンキッド �8鹿 60 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 （競走中止） 17．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，318，200円 複勝： 26，518，200円 枠連： 11，323，700円
馬連： 38，347，300円 馬単： 18，861，700円 ワイド： 39，399，900円
3連複： 63，509，600円 3連単： 75，580，200円 計： 297，858，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 340円 � 350円 � 990円 枠 連（3－7） 7，710円

馬 連 �� 9，200円 馬 単 �� 13，720円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 4，820円 �� 5，310円

3 連 複 ��� 60，440円 3 連 単 ��� 265，990円

票 数

単勝票数 計 243182 的中 � 15579（5番人気）
複勝票数 計 265182 的中 � 22107（5番人気）� 21059（6番人気）� 6309（9番人気）
枠連票数 計 113237 的中 （3－7） 1137（19番人気）
馬連票数 計 383473 的中 �� 3230（24番人気）
馬単票数 計 188617 的中 �� 1031（44番人気）
ワイド票数 計 393999 的中 �� 3986（23番人気）�� 2100（37番人気）�� 1905（39番人気）
3連複票数 計 635096 的中 ��� 788（122番人気）
3連単票数 計 755802 的中 ��� 206（564番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 50．9－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノファイター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 京都6着

2016．3．22生 牡5栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 障害：2戦2勝 賞金 21，400，000円
〔競走中止〕 アーバンキッド号は，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



22029 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第5競走 ��1，200�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
1：08．7
1：07．5

良
良

714� ジャスパークローネ 牡2栗 54 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall
& Godolphin 482 ―1：10．5 2．4�

36 ローズブルーム 牝2栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 石栗 龍彦 日高 賀張中川牧場 438 ―1：10．81� 178．0�
817 ド リ ッ プ 牡2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌田中牧場 450 ― 〃 アタマ 57．6�
715 カ リ ュ ウ 牝2鹿 54 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 420 ―1：10．91 24．1�
11 ベ ル ベ リ ス 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 454 ―1：11．32� 9．5	
47 ソーブラック 牝2青鹿54 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B442 ― 〃 クビ 10．3

59 ニシノボルテージ 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 444 ―1：11．72 58．2�
23 アポロプラネット 牡2青鹿54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 472 ―1：11．81� 16．1�
816 エリーピコット 牝2黒鹿54 江田 照男谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 英樹 490 ―1：11．9クビ 54．4
12 グ レ タ 牝2芦 54 木幡 巧也上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 460 ―1：12．0� 23．0�
510 マリノメローラ 牝2鹿 54 丸田 恭介矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 494 ― 〃 アタマ 108．0�
35 セントイライアス 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：12．21� 3．6�
611 マールムキトレウム 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 石原牧場 422 ―1：12．41� 182．9�
612 チョコレートミルク 牡2鹿 54 宮崎 北斗村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 444 ―1：12．61� 34．5�
713 ニシノアリオト 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 加藤士津八 新ひだか 棚川 光男 446 ―1：12．7� 31．5�
24 プ リ マ リ ー 牝2鹿 54

51 ▲原 優介湯澤 久徳氏 松永 康利 様似 清水 誠一 434 ―1：13．01� 142．6�
818 アピーリングライフ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗﨏 文彦氏 天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 396 ―1：13．21� 287．3�
（17頭）

48 エ ン ベ ル ト 牡2栗 54 武士沢友治八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，016，300円 複勝： 42，944，500円 枠連： 16，170，500円
馬連： 56，301，600円 馬単： 26，225，500円 ワイド： 46，976，300円
3連複： 82，316，100円 3連単： 87，645，000円 計： 405，595，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 3，150円 � 1，250円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 27，150円 馬 単 �� 27，050円

ワ イ ド �� 9，440円 �� 2，190円 �� 45，680円

3 連 複 ��� 203，080円 3 連 単 ��� 756，450円

票 数

単勝票数 差引計 470163（返還計 675） 的中 � 163317（1番人気）
複勝票数 差引計 429445（返還計 538） 的中 � 95579（1番人気）� 2804（16番人気）� 7368（12番人気）
枠連票数 差引計 161705（返還計 53） 的中 （3－7） 25620（1番人気）
馬連票数 差引計 563016（返還計 2029） 的中 �� 1607（58番人気）
馬単票数 差引計 262255（返還計 1032） 的中 �� 727（68番人気）
ワイド票数 差引計 469763（返還計 2101） 的中 �� 1276（70番人気）�� 5632（22番人気）�� 262（126番人気）
3連複票数 差引計 823161（返還計 6306） 的中 ��� 304（302番人気）
3連単票数 差引計 876450（返還計 7775） 的中 ��� 84（1338番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．1―47．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパークローネ �
�
父 Frosted �

�
母父 Kitten’s Joy 初出走

2019．3．12生 牡2栗 母 Fancy Kitten 母母 Endless Fancy 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 エンベルト号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オールイズトゥルー号・サンマルクレイジー号・トウシンマカオ号・トラストパッキャオ号・トーセンキャロル号・

ミルトイグニス号・ヤマニンフルリール号・リキノキセキ号

22030 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第6競走 ��2，400�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
2：24．4
2：20．6

良
良

713� スカイシーカー �3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 小島 茂之 愛 Bernard
Cooke 492－ 22：27．9 3．6�

510 ブルーローズシップ 牡3芦 56
54 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 454－ 42：28．85 9．9�

59 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �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 440－ 3 〃 クビ 6．1�

611 ケ ル ト 牡3栗 56 岩田 康誠小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：28．9クビ 37．7�
12 シゲルシャイン 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 B470＋ 8 〃 クビ 6．8�
11 コ タ 牡3青鹿56 江田 照男小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B456± 02：29．11� 49．9	
24 リオアビセオ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 424－102：29．2クビ 87．4

612 グッドスペンサー 牡3鹿 56 嶋田 純次吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 新ひだか 藤原牧場 474± 02：29．31 85．5�
36 ミッキーセレスタ 牡3黒鹿56 菅原 明良野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：29．4クビ 2．8�
48 レッドクラーガ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 448－ 42：29．61� 72．9
35 スパークフューチャ 牡3鹿 56 石川裕紀人西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 22：29．81� 58．4�
47 カフェファンタスト 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 B490－ 22：29．9� 25．9�
714 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 M．デムーロ成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B528＋ 22：30．0� 19．3�
816 シザースフェイント �3青鹿 56

53 ▲原 優介�G1レーシング 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－142：30．95 258．5�

23 ファステストシチー 牡3芦 56
53 ▲小林 脩斗 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 454± 02：32．07 220．0�
815 ミヤビプレシャス 牡3黒鹿56 武藤 雅村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 490－ 22：32．42 127．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，549，100円 複勝： 47，671，500円 枠連： 13，313，200円
馬連： 58，949，900円 馬単： 24，229，900円 ワイド： 50，678，000円
3連複： 82，317，600円 3連単： 89，433，600円 計： 404，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 260円 � 190円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 620円 �� 440円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 375491 的中 � 83266（2番人気）
複勝票数 計 476715 的中 � 83284（2番人気）� 41410（5番人気）� 65635（4番人気）
枠連票数 計 133132 的中 （5－7） 17966（2番人気）
馬連票数 計 589499 的中 �� 25980（7番人気）
馬単票数 計 242299 的中 �� 6085（12番人気）
ワイド票数 計 506780 的中 �� 20644（7番人気）�� 31193（3番人気）�� 15867（8番人気）
3連複票数 計 823176 的中 ��� 25928（6番人気）
3連単票数 計 894336 的中 ��� 4696（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―12．3―13．7―14．2―12．9―12．2―11．9―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．0―35．4―47．7―1：01．4―1：15．6―1：28．5―1：40．7―1：52．6―2：04．6―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スカイシーカー �
�
父 Free Eagle �

�
母父 Zamindar デビュー 2020．12．6 中山9着

2018．4．13生 �3栗 母 Ataraxy 母母 Bahamian 5戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 ファステストシチー号の騎手小林脩斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ナリノヴィエンヌ号・シザースフェイント号・ミヤビプレシャス号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和3年10月21日まで平地競走に出走できない。



22031 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3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

12 エターナルピース 牝3鹿 54 野中悠太郎 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472＋301：22．0 15．9�
818 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 464＋ 2 〃 アタマ 1．8�
47 ブルーライト 牝3黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 430－ 81：22．11 10．9�
816 ヒーローネバーダイ 牡3鹿 56 武藤 雅木部 厳生氏 大和田 成 日高 木部ファーム 496＋101：22．41� 20．2�
48 � ハイレジリエンス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 高木 登 英 Cheveley Park

Stud Ltd 474± 0 〃 クビ 6．4�
23 トミケンサルタール 牝3黒鹿54 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 片山牧場 452－10 〃 クビ 8．2	
817 デルマニョイリン 牝3鹿 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 458－ 21：22．71� 90．6

35 エレガントオーラ 牝3黒鹿54 丸山 元気田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 418＋ 61：22．8� 63．3�
59 レディアイコ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 佐藤牧場 382＋ 2 〃 ハナ 77．6
611 ユイノダンディズム 牡3鹿 56 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 諏訪牧場 464－ 2 〃 ハナ 46．0�
36 ココリカレドニアン 牝3栗 54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか タガミファーム 418＋ 21：23．22� 132．8�
24 コスモスケアヘッド 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 棚川 光男 478＋ 81：23．73 34．0�
715� ライラックスマイル 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵 �ローレルレーシング 加藤 征弘 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

402＋ 21：23．8クビ 190．6�
713 ヤマニンアマルタス 牝3黒鹿54 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 420－ 21：24．22� 124．5�
11 ラ ル カ ナ タ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介田中 純一氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 438＋ 41：25．26 232．1�
612 エ イ ペ ク ス 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：25．73 9．6�
510� ウェルスナイパー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米

Parrish Hill
Farm & Amanda
Roach Cole

496－ 21：26．23 240．4�
714 キタノゼロセン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 見上牧場 488 ―1：28．0大差 138．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，908，300円 複勝： 76，943，300円 枠連： 17，649，700円
馬連： 66，871，900円 馬単： 35，334，000円 ワイド： 59，603，800円
3連複： 99，940，700円 3連単： 124，417，800円 計： 521，669，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 340円 � 110円 � 230円 枠 連（1－8） 1，330円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，990円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 409083 的中 � 20546（6番人気）
複勝票数 計 769433 的中 � 31930（6番人気）� 371465（1番人気）� 52710（5番人気）
枠連票数 計 176497 的中 （1－8） 10262（5番人気）
馬連票数 計 668719 的中 �� 34759（5番人気）
馬単票数 計 353340 的中 �� 7248（11番人気）
ワイド票数 計 596038 的中 �� 25093（5番人気）�� 7055（22番人気）�� 40536（4番人気）
3連複票数 計 999407 的中 ��� 18791（10番人気）
3連単票数 計1244178 的中 ��� 2905（84番人気）

ハロンタイム 12．3―10．2―10．9―11．6―12．1―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．5―33．4―45．0―57．1―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 2，18（4，8）－17，16，12（13，15）11，6（5，7）3－9－14－10－1 4 2，18－（4，8）（17，16）－（12，15）（11，13）（3，6，5，7）－9＝14－（10，1）

勝馬の
紹 介

エターナルピース �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．9．12 中京4着

2018．2．14生 牝3鹿 母 ピースエンブレム 母母 ヴァンドノワール 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラルカナタ号・エイペクス号・ウェルスナイパー号・キタノゼロセン号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライラテソーロ号
（非抽選馬） 1頭 ファビュラスナイト号

22032 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05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

814 ラインオブフェイト 牝3栗 52 丸山 元気 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 460－ 61：11．1 30．7�
815 クイーンズテイスト 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース辻 哲英 千歳 社台ファーム 492＋101：11．2� 17．7�
35 � マブストーク 牡3鹿 54 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 488＋ 2 〃 アタマ 10．1�
47 � 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 508－ 41：11．62� 2．8�
58 アラカザーム 牝3栗 52

49 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 448＋ 61：11．7アタマ 29．8	
713 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 戸崎 圭太近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450＋141：11．91� 30．0

712 アイアムイチオシ 牡4鹿 57 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 526＋ 41：12．11� 9．1�
610� フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456－ 61：12．2� 20．3�
22 チャペルレーン 牝3黒鹿52 三浦 皇成 �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 456＋ 41：12．73� 3．6
34 ディザイアソング 牝5鹿 55 菅原 明良尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 450－ 2 〃 アタマ 83．5�
611 アポロセイラン 牡4鹿 57 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 480＋181：12．9� 17．7�
23 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 田辺 裕信大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋ 21：13．0� 135．9�
11 ロードミッドナイト 牡3黒鹿54 石橋 脩 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 514＋ 41：13．1� 33．4�
46 インヴァネス 牝3青 52

50 ◇藤田菜七子矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 442＋ 41：13．31� 12．4�
59 スズカキングボス �4鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 B454± 01：14．25 42．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，415，200円 複勝： 55，993，100円 枠連： 17，223，600円
馬連： 74，993，400円 馬単： 30，099，500円 ワイド： 67，063，200円
3連複： 113，794，600円 3連単： 119，741，700円 計： 517，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 1，010円 � 490円 � 290円 枠 連（8－8） 16，640円

馬 連 �� 24，760円 馬 単 �� 52，370円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 5，910円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 84，080円 3 連 単 ��� 563，710円

票 数

単勝票数 計 384152 的中 � 10001（11番人気）
複勝票数 計 559931 的中 � 13181（12番人気）� 29306（8番人気）� 56834（3番人気）
枠連票数 計 172236 的中 （8－8） 802（31番人気）
馬連票数 計 749934 的中 �� 2347（60番人気）
馬単票数 計 300995 的中 �� 431（123番人気）
ワイド票数 計 670632 的中 �� 2988（51番人気）�� 2912（54番人気）�� 7176（26番人気）
3連複票数 計1137946 的中 ��� 1015（188番人気）
3連単票数 計1197417 的中 ��� 154（1195番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインオブフェイト �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2020．7．4 福島8着

2018．2．28生 牝3栗 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance 6戦1勝 賞金 10，900，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ショーショーショー号・シーオブドリームス号・トモジャバロンド号



22033 8月21日 晴 良 （3新潟4） 第3日 第9競走 ��1，800�
せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

712 ワンダーエカルテ 牝5芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 518＋ 21：51．5 26．2�
59 フ ラ ー レ ン 牝4鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 504－ 21：51．71� 18．7�
713 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B476＋ 6 〃 クビ 4．9�
34 クリーンスレイト 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 41：51．8クビ 2．1�
35 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 492＋ 2 〃 アタマ 4．1	
23 マイネルアストリア 牡4鹿 57 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 61：52．01� 62．3

814 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476± 01：52．32 20．8�
11 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 498－ 21：52．93� 223．2�
611 ジュールサイクル 牝4青 55 永野 猛蔵吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450＋ 21：53．11� 53．9
815 シャイニングデイズ 牡5鹿 57 三浦 皇成杉山 忠国氏 畑端 省吾 新ひだか 明治牧場 472＋ 21：53．52 40．6�
610 ウェイヴァリー 牡4鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋ 61：53．6� 78．7�
47 	 リーガルマインド 牡5鹿 57 菅原 明良畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 470＋101：54．02� 15．4�
58 オメガエリタージュ 牡4青鹿57 石川裕紀人原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450＋ 41：54．21 104．4�
46 アスクハードスパン 牡6鹿 57 岩田 康誠廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 540＋ 81：57．7大差 19．4�
22 	 ココリモアナ 牝6鹿 55 野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 460＋ 21：57．9� 136．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，954，200円 複勝： 73，060，500円 枠連： 23，811，800円
馬連： 103，947，600円 馬単： 43，246，200円 ワイド： 84，123，200円
3連複： 166，839，000円 3連単： 192，316，700円 計： 739，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 490円 � 510円 � 190円 枠 連（5－7） 3，230円

馬 連 �� 14，990円 馬 単 �� 33，680円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 1，770円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 21，760円 3 連 単 ��� 227，450円

票 数

単勝票数 計 519542 的中 � 15838（8番人気）
複勝票数 計 730605 的中 � 34592（7番人気）� 32695（8番人気）� 125974（3番人気）
枠連票数 計 238118 的中 （5－7） 5701（10番人気）
馬連票数 計1039476 的中 �� 5373（35番人気）
馬単票数 計 432462 的中 �� 963（75番人気）
ワイド票数 計 841232 的中 �� 5960（34番人気）�� 12296（19番人気）�� 15447（16番人気）
3連複票数 計1668390 的中 ��� 5748（64番人気）
3連単票数 計1923167 的中 ��� 613（507番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．2―12．9―12．1―12．2―12．6―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．9―48．8―1：00．9―1：13．1―1：25．7―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーエカルテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2018．11．4 京都10着

2016．4．6生 牝5芦 母 ワンダープリンセス 母母 ワンダールージュ 20戦3勝 賞金 39，429，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔制裁〕 ホウオウエーデル号の騎手丸田恭介は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスクハードスパン号・ココリモアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月

21日まで平地競走に出走できない。

22034 8月21日 曇 良 （3新潟4） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

じょうえつ

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

46 � パーティナシティ 牡5鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 義忠 英
Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

500－ 21：10．6 3．9�
34 � フォルツァエフ 牡6鹿 57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 494＋ 41：10．81	 7．8�
11 ソーラーフレア 牡6鹿 57 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 81：11．01
 52．9�
814� アスタースウィング 牡7栗 57 永野 猛蔵加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 524＋ 61：11．1クビ 23．4�
23 � ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 戸崎 圭太�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

500－ 2 〃 ハナ 4．0�
47 � マラードザレコード �7青鹿57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B464＋ 2 〃 アタマ 25．0	
610 ノアヴィグラス 牝3栗 52 藤田菜七子佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 464＋ 2 〃 クビ 6．6

22 オヌシナニモノ 牡4鹿 57 石川裕紀人ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 462－ 81：11．31 7．6�
713 シャイニーブランコ 牡5芦 57 菅原 明良小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 456＋ 6 〃 クビ 10．9�
58 シアーライン �8鹿 57 丸山 元気吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B512－ 41：11．51	 41．2
712 トライハード 牝4黒鹿55 田辺 裕信長谷川光司氏 小林 真也 新冠 川上 悦夫 486＋ 81：11．6� 16．2�
59 � アメリカンファクト 牡6栗 57 原 優介 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B512－141：11．7
 43．4�
611 サトノユニゾン �6鹿 57 野中悠太郎 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B502－ 41：12．01� 92．8�
35  ラフィンクロンヌ 牝4栗 55 柴田 大知伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 482± 01：12．1クビ 54．9�
815 シ ス ル 牝6青 55 木幡 育也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 494± 01：12．73
 75．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，991，900円 複勝： 107，490，200円 枠連： 35，434，200円
馬連： 152，494，200円 馬単： 51，942，100円 ワイド： 121，052，000円
3連複： 240，726，200円 3連単： 242，527，500円 計： 1，018，658，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 290円 � 1，040円 枠 連（3－4） 1，840円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，010円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 32，060円 3 連 単 ��� 107，540円

票 数

単勝票数 計 669919 的中 � 135208（1番人気）
複勝票数 計1074902 的中 � 216007（1番人気）� 93400（6番人気）� 20625（12番人気）
枠連票数 計 354342 的中 （3－4） 14894（8番人気）
馬連票数 計1524942 的中 �� 42323（8番人気）
馬単票数 計 519421 的中 �� 8443（12番人気）
ワイド票数 計1210520 的中 �� 31061（8番人気）�� 10228（38番人気）�� 5150（58番人気）
3連複票数 計2407262 的中 ��� 5631（106番人気）
3連単票数 計2425275 的中 ��� 1635（356番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．1―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．3―45．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーティナシティ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Tobougg デビュー 2019．8．3 小倉5着

2016．1．31生 牡5鹿 母 Kerry’s Dream 母母 Jetbeeah 15戦4勝 賞金 71，097，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11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） 7頭 アイアムハヤスギル号・エンプティチェア号・コパノマーキュリー号・ジョーフォレスト号・バーニングペスカ号・

フィルストバーン号・ベイビーボス号



22035 8月21日 曇 良 （3新潟4） 第3日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

78 グレンガリー �6鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：11．9 69．1�
89 エドノフェリーチェ 牝4芦 55 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B462＋ 82：12．11	 2．6�
11 エ ヒ ト 牡4鹿 57 戸崎 圭太平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 452± 02：12．2クビ 3．9�
33 サトノラディウス �5鹿 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 4 〃 クビ 5．3�
77 リ ー ヴ ル 牡5栗 57 木幡 巧也�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 42：12．3クビ 20．7�
810 タイセイシリウス 牡4鹿 57 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 482－10 〃 クビ 19．4	
22 ゼ ー ゲ ン 牡6青鹿57 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 22：12．83 8．8

66 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 江田 照男永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 468－ 4 〃 ハナ 15．7�
44 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 57 石川裕紀人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 468－ 62：12．9クビ 8．9�
55 ヴォウジラール 牡6鹿 57 丸山 元気 サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514± 02：14．38 40．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 95，772，400円 複勝： 102，586，900円 枠連： 34，821，300円
馬連： 234，224，300円 馬単： 93，166，700円 ワイド： 141，162，600円
3連複： 341，876，500円 3連単： 524，611，000円 計： 1，568，221，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，910円 複 勝 � 970円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 1，550円

馬 連 �� 13，010円 馬 単 �� 32，590円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 2，970円 �� 250円

3 連 複 ��� 11，350円 3 連 単 ��� 150，090円

票 数

単勝票数 計 957724 的中 � 11079（10番人気）
複勝票数 計1025869 的中 � 17079（10番人気）� 220381（1番人気）� 215749（2番人気）
枠連票数 計 348213 的中 （7－8） 17344（6番人気）
馬連票数 計2342243 的中 �� 13946（32番人気）
馬単票数 計 931667 的中 �� 2144（70番人気）
ワイド票数 計1411626 的中 �� 10000（35番人気）�� 10808（34番人気）�� 178510（1番人気）
3連複票数 計3418765 的中 ��� 22582（42番人気）
3連単票数 計5246110 的中 ��� 2534（374番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．2―11．7―12．4―11．4―11．8―12．2―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．9―35．1―46．8―59．2―1：10．6―1：22．4―1：34．6―1：46．9―1：59．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンガリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．21 中山3着

2015．4．20生 �6鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 14戦4勝 賞金 53，021，000円

22036 8月21日 曇 良 （3新潟4） 第3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）

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
1：43．8

良
良

69 ジュリアバローズ 牝3黒鹿52 柴田 善臣猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 430－ 61：46．1 2．9�
46 トーセンメラニー 牝3黒鹿 52

49 ▲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 468＋ 6 〃 クビ 5．7�

33 オレンジフィズ 牝3黒鹿52 M．デムーロ保坂 和孝氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 452± 01：46．41� 7．7�
11 アルタグラシア 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �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 B474－ 21：46．5� 48．7�

711 イズンシーラブリー 牝3鹿 52 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436＋12 〃 クビ 3．0	
45 � フォーチュンリング 牝6鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：46．6� 76．7

34 ノワールドゥジェ 牝3青 52 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：46．7� 15．5�
712 アキノコマチ 牝5鹿 55 菅原 明良穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434＋ 21：46．8クビ 13．1�
58 カナリキケン 牝3栗 52 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 490＋ 2 〃 クビ 23．3
22 レッドサーシャ 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 466＋121：47．33 132．8�
814 ネロメルレット 牝3青 52 津村 明秀髙樽さゆり氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 432－121：47．4� 170．1�
610 ペリトモレノ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 478± 01：47．71� 383．5�
813 アドマイヤチャチャ 牝4青 55 内田 博幸近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B448± 01：47．8クビ 30．3�
57 レットミーアウト 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B482＋ 61：48．54 102．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 100，385，400円 複勝： 122，510，400円 枠連： 35，372，700円
馬連： 183，031，100円 馬単： 72，284，900円 ワイド： 146，337，400円
3連複： 278，628，700円 3連単： 355，508，000円 計： 1，294，058，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 180円 � 220円 枠 連（4－6） 1，060円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 380円 �� 530円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計1003854 的中 � 273514（1番人気）
複勝票数 計1225104 的中 � 233585（2番人気）� 177319（3番人気）� 128372（4番人気）
枠連票数 計 353727 的中 （4－6） 25650（5番人気）
馬連票数 計1830311 的中 �� 163523（2番人気）
馬単票数 計 722849 的中 �� 39306（3番人気）
ワイド票数 計1463374 的中 �� 105705（3番人気）�� 70952（5番人気）�� 41956（9番人気）
3連複票数 計2786287 的中 ��� 78398（6番人気）
3連単票数 計3555080 的中 ��� 27399（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．5―12．4―11．5―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．1―47．6―1：00．0―1：11．5―1：22．7―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュリアバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー 2021．4．24 東京1着

2018．2．9生 牝3黒鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 2戦2勝 賞金 12，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 ネロメルレット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21日まで平地競走に出走でき

ない。



（3新潟4）第3日 8月21日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

219，420，000円
8，210，000円
13，940，000円
1，250，000円
24，270，000円
73，407，500円
6，374，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
594，568，800円
783，806，200円
240，767，900円
1，116，596，400円
471，832，900円
901，249，100円
1，706，003，400円
2，090，599，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，905，424，300円

総入場人員 2，324名 （有料入場人員 1，265名）
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