
22049 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時05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

35 ホウオウパレード 牡2黒鹿54 石橋 脩小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 480－ 61：35．8 2．5�
22 ラズベリームース 牝2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 2．9�
611 サトノストロング 牡2黒鹿54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 アタマ 6．1�
815 ハッピープリベイル 牡2鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 468± 01：36．11� 7．1�
58 ケイアイユニバース 牡2鹿 54 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 21：36．31� 20．0�
713 ダイメイミライ 牡2鹿 54 江田 照男宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 本桐牧場 470－ 41：36．62 27．6	
610 ダイゴシンリュウ 牡2芦 54 田辺 裕信長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 422＋ 8 〃 ハナ 34．0

46 アストラガルス 牡2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 446± 01：37．13 291．9�
23 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 440－ 61：37．31� 129．7�
11 メイプルレモン 牝2栗 54 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 新冠 株式会社

安達牧場 486＋101：37．61� 59．1
712 ネイチャーバラン 牡2鹿 54 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 青森 石田 英機 462－ 61：37．7� 213．4�
34 スターオブフェイス 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 434＋ 61：37．8クビ 217．9�
47 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 430＋ 21：38．12 185．5�
814 ブエノスアン 牡2栗 54 柴田 大知 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 464－ 21：38．52� 347．8�
59 アイラジオーネ 牝2栗 54 丸山 元気加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454－ 61：39．03 238．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，260，500円 複勝： 50，799，000円 枠連： 10，093，000円
馬連： 58，547，700円 馬単： 28，682，100円 ワイド： 48，777，800円
3連複： 98，608，000円 3連単： 116，153，000円 計： 452，921，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－3） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 412605 的中 � 134447（1番人気）
複勝票数 計 507990 的中 � 157526（1番人気）� 115513（2番人気）� 72439（3番人気）
枠連票数 計 100930 的中 （2－3） 19825（1番人気）
馬連票数 計 585477 的中 �� 120866（1番人気）
馬単票数 計 286821 的中 �� 27898（1番人気）
ワイド票数 計 487778 的中 �� 89982（1番人気）�� 41444（3番人気）�� 31739（4番人気）
3連複票数 計 986080 的中 ��� 139416（1番人気）
3連単票数 計1161530 的中 ��� 38837（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウパレード �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Tribal Rule デビュー 2021．6．19 東京3着

2019．1．25生 牡2黒鹿 母 スパニッシュクイーン 母母 Spanish Bunny 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 ダイゴシンリュウ号の騎手戸崎圭太は，病気のため田辺裕信に変更。
〔制裁〕 サトノストロング号の騎手福永祐一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※アストラガルス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22050 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

11 レオスパンキー 牡3黒鹿56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 510± 01：11．9 2．6�
815 ブールタング �3青鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 61：12．0� 16．1�
713 ティプシーワールド 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 432－ 61：12．21� 4．6�
35 ナムラトキオ 牡3青鹿56 川須 栄彦奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 466－ 21：12．73 23．4�
611 レガーメダモーレ 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B540－ 21：12．8� 6．2	

712 グランドライズ 牡3黒鹿56 丸山 元気田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462± 01：12．9クビ 4．5

46 タ ビ ズ キ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也大塚 亮一氏 新開 幸一 日高 浜本牧場 464－ 91：13．21� 248．5�
814 エフティエトワール 牝3青鹿54 的場 勇人吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 468＋ 41：13．3� 184．0�
23 イヤーズストレイト 牝3黒鹿54 津村 明秀松田 幸生氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 408－14 〃 クビ 20．1
22 ウイングウインド 牡3鹿 56 柴田 大知�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 472－ 21：13．4� 30．2�
47 パワフルダンサー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子前迫 義幸氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 492 ―1：13．82 41．0�
58 リアルヴィジョン �3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗﨏 文彦氏 武井 亮 浦河 山田 昇史 B444± 01：14．11� 37．1�
59 スクリーニング 牝3栗 54 野中悠太郎島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 450－ 61：15．27 106．3�
610 マ リ ー チ 牝3鹿 54 内田 博幸�磯波勇F 深山 雅史 日高 天羽 禮治 446＋121：15．51� 112．5�
34 ノ ウ ヒ メ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B488－ 11：16．13� 113．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，040，100円 複勝： 42，040，100円 枠連： 12，947，600円
馬連： 54，345，400円 馬単： 24，498，900円 ワイド： 45，226，500円
3連複： 85，760，100円 3連単： 95，344，700円 計： 391，203，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 300円 � 150円 枠 連（1－8） 2，330円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 790円 �� 280円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 17，170円

票 数

単勝票数 計 310401 的中 � 93882（1番人気）
複勝票数 計 420401 的中 � 107090（1番人気）� 25178（5番人気）� 76161（3番人気）
枠連票数 計 129476 的中 （1－8） 4292（10番人気）
馬連票数 計 543454 的中 �� 14350（9番人気）
馬単票数 計 244989 的中 �� 4966（15番人気）
ワイド票数 計 452265 的中 �� 13651（9番人気）�� 48091（1番人気）�� 12339（12番人気）
3連複票数 計 857601 的中 ��� 19514（8番人気）
3連単票数 計 953447 的中 ��� 4025（47番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオスパンキー �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．2．6 東京16着

2018．5．21生 牡3黒鹿 母 ホワイトピクシイ 母母 ダイナコマネチ 5戦1勝 賞金 9，170，000円
〔発走状況〕 マリーチ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 マリーチ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノウヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28日まで平地競走に出

走できない。

第４回 新潟競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



22051 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05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

713 キングスフィリア 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406－ 61：54．3 4．4�

46 ユキヤコンコン 牝3芦 54 菅原 明良椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 466± 01：55．04 2．7�
611 デルマフゲン 牝3栗 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B472＋ 81：55．63� 4．4�
35 オーケーパッション 牝3鹿 54 木幡 巧也小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 468－ 21：55．81� 8．8�
47 コーヒーソフト 牝3青鹿54 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B424＋ 61：55．9クビ 13．7�
815 フラワーリスペクト 牝3栗 54

51 ▲原 優介花村 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 412＋ 41：56．01 24．2	

59 ブッシュドノエル 牝3栗 54
51 ▲永野 猛蔵青芝商事
 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B398＋ 21：56．21� 10．9�

34 ビューティフルボム 牝3芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 462＋ 21：56．41 266．3�
610 ユ ペ ー ル 牝3鹿 54 江田 照男
G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：57．14 19．2
712 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 440－ 61：57．52� 35．6�
814 シックセーラー 牝3栗 54 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 414－ 61：58．24 135．9�
23 グルーヴィンルビー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 460－101：58．52 383．6�
22 ミッキープリティ 牝3鹿 54 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－121：59．03 57．1�
58 カフェテオドーラ 牝3黒鹿54 武藤 雅西川 光一氏 古賀 慎明 熊本 本田 土寿 462＋ 22：01．2大差 173．0�
11 オブザーバー 牝3芦 54 岩田 康誠望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 384－ 4 （競走中止） 245．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，027，800円 複勝： 49，521，200円 枠連： 12，331，300円
馬連： 55，807，400円 馬単： 25，733，400円 ワイド： 54，317，600円
3連複： 89，319，000円 3連単： 91，059，000円 計： 416，116，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 380278 的中 � 67810（3番人気）
複勝票数 計 495212 的中 � 69754（2番人気）� 157939（1番人気）� 63817（3番人気）
枠連票数 計 123313 的中 （4－7） 19981（1番人気）
馬連票数 計 558074 的中 �� 70525（1番人気）
馬単票数 計 257334 的中 �� 14303（2番人気）
ワイド票数 計 543176 的中 �� 54157（1番人気）�� 25065（5番人気）�� 39805（3番人気）
3連複票数 計 893190 的中 ��� 58153（1番人気）
3連単票数 計 910590 的中 ��� 10785（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．3―13．4―12．1―11．9―12．7―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．0―51．4―1：03．5―1：15．4―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスフィリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．3．28 中京16着

2018．3．4生 牝3黒鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 4戦1勝 賞金 5，865，000円
〔競走中止〕 オブザーバー号は，競走中に異常歩様となったため，3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 オブザーバー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフェテオドーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28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〕 カフェテオドーラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28日まで平地競走に出走で

きない。

22052 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

814 クレイジーリッチ 牡3栗 56 三浦 皇成江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 492＋ 41：12．2 7．3�
22 サイレントナイト 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子大塚 亮一氏 田村 康仁 むかわ 新井牧場 488－ 41：12．41� 5．1�
713 スターオブエイジア 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 470－ 41：12．5� 6．7�
815 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 江田 照男�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 466－ 2 〃 アタマ 3．0�
23 フィルモグラフィー 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム B458－ 41：12．71� 5．8�
59 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 486＋ 61：12．9� 45．7	
11 アルドゥマン 牡3栗 56 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 430－ 3 〃 クビ 83．1

34 ペイシャムスビ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 476－ 21：13．0クビ 237．9�
712 アンシャルム 牝3鹿 54

51 ▲原 優介上山 牧氏 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 426＋101：13．21� 231．8�
35 ヴァルプルギス 牡3鹿 56 上野 翔田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 442－ 61：13．52 269．4
47 リュヌダムール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454＋ 21：14．03 9．4�
610 イールドブラック 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 446－ 21：14．21 67．4�
58 カーラミーア 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440＋ 61：14．3� 79．5�
46 アイリーライフ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 B458＋ 61：14．51� 32．7�
611 イカロスカフェ 牡3黒鹿56 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 484＋ 21：14．71 15．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，737，400円 複勝： 60，649，200円 枠連： 18，819，900円
馬連： 65，928，000円 馬単： 29，284，900円 ワイド： 59，394，000円
3連複： 101，246，700円 3連単： 108，407，300円 計： 483，467，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 190円 � 230円 枠 連（2－8） 340円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 700円 �� 860円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 32，780円

票 数

単勝票数 計 397374 的中 � 43162（5番人気）
複勝票数 計 606492 的中 � 58258（6番人気）� 92989（2番人気）� 67161（4番人気）
枠連票数 計 188199 的中 （2－8） 42061（1番人気）
馬連票数 計 659280 的中 �� 19872（11番人気）
馬単票数 計 292849 的中 �� 3866（24番人気）
ワイド票数 計 593940 的中 �� 22005（7番人気）�� 17566（10番人気）�� 17731（9番人気）
3連複票数 計1012467 的中 ��� 13766（17番人気）
3連単票数 計1084073 的中 ��� 2397（106番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．2―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレイジーリッチ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2020．10．17 東京10着

2018．5．13生 牡3栗 母 エーシンマンターナ 母母 モンタナガール 9戦1勝 賞金 9，410，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 ヴァルプルギス号・カーラミーア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28日まで平地
競走に出走できない。



22053 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：44．5

稍重
良

22 イクイノックス 牡2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 474 ―1：47．4 4．6�
59 メンアットワーク 牡2青鹿54 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 436 ―1：48．46 41．1�
46 サークルオブライフ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：48．61 7．1�
610 サトノヘリオス 牡2鹿 54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 470 ―1：48．92 2．1�
611 トーセンシエロ 牝2鹿 54 柴田 善臣島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 422 ―1：49．0� 24．4

23 ウィルソンテソーロ 牡2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 日高 リョーケンファー
ム株式会社 460 ―1：49．31� 27．0�

34 キ ー ワ ー ド 牡2鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 474 ―1：49．4� 37．5�
35 ヴァンデスト 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 398 ― 〃 ハナ 49．1
814 キングズパレス 牡2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 482 ―1：49．5� 6．1�
815 キョウエイパーリオ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 472 ―1：50．35 57．9�
58 セイウンフィーバー 牡2芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 426 ―1：51．15 43．9�
11 チェリーメガイラ 牝2鹿 54 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 436 ―1：51．31� 242．9�
713 ピースオンアース 牡2黒鹿54 石川裕紀人グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 490 ―1：51．4クビ 222．1�
47 ウマイウマスギル 牡2鹿 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 422 ―1：52．57 147．5�
712 ラ ブ テ ィ ー 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗増田 陽一氏 和田 雄二 日高 奥山 博 422 ―1：53．88 257．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，722，700円 複勝： 53，995，200円 枠連： 13，164，300円
馬連： 61，935，300円 馬単： 30，801，600円 ワイド： 52，522，500円
3連複： 90，813，600円 3連単： 107，703，400円 計： 466，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 670円 � 200円 枠 連（2－5） 2，190円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 570円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 72，300円

票 数

単勝票数 計 557227 的中 � 99809（2番人気）
複勝票数 計 539952 的中 � 86352（2番人気）� 16175（8番人気）� 75038（4番人気）
枠連票数 計 131643 的中 （2－5） 4654（9番人気）
馬連票数 計 619353 的中 �� 6175（24番人気）
馬単票数 計 308016 的中 �� 2142（29番人気）
ワイド票数 計 525225 的中 �� 6024（25番人気）�� 25589（5番人気）�� 5204（27番人気）
3連複票数 計 908136 的中 ��� 6239（35番人気）
3連単票数 計1077034 的中 ��� 1080（198番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．1―48．3―1：00．5―1：12．7―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イクイノックス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2019．3．23生 牡2青鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キョウエイパーリオ号の騎手戸崎圭太は，病気のため永野猛蔵に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウマイウマスギル号・ラブティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月

28日まで平地競走に出走できない。
※サークルオブライフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22054 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．3
1：32．3

良
良

48 ソネットフレーズ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466 ―1：34．3 1．4�
47 ウィニスクテソーロ 牝2青鹿54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 日高 本間牧場 466 ―1：34．93� 38．2�
611 ス ト ー リ ア 牝2鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 488 ―1：35．11� 4．3�
817 カヨウネンカ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 444 ―1：35．62� 54．8�
36 フジシラユキヒメ 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 466 ―1：36．45 53．8	
713 ライトストリーム 牝2黒鹿54 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 464 ― 〃 クビ 21．9

818 トーアリバティー 牝2鹿 54 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 498 ―1：36．5� 32．6�
612 プ ロ ボ ノ 牝2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：36．71 25．6�
24 フレンドオパール 牝2青鹿54 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 416 ―1：37．12� 69．2
23 トーセンリュタン 牝2鹿 54 吉田 隼人島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 414 ―1：37．2クビ 81．4�
35 エイシンスプレモ 牝2鹿 54 津村 明秀�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高村牧場 442 ―1：37．41� 54．7�
510 モズゴールドメダル 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗 �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 434 ―1：37．5クビ 79．3�
11 コパノサンタフェ 牝2青鹿54 川須 栄彦小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 442 ―1：37．82 21．7�
816 ドゥラヴォーグ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子サイプレスホール
ディングス合同会社 加藤 和宏 新ひだか 三木田牧場 404 ―1：37．9� 118．7�

12 ハルノトゥーリ 牝2鹿 54
51 ▲原 優介丸山 竜一氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 476 ― 〃 クビ 150．7�

59 アロハモーラ 牝2黒鹿54 岩田 康誠荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 466 ―1：38．43 111．7�
715 ネイチャーミヤビ 牝2鹿 54 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 浦河 金石牧場 496 ― 〃 クビ 186．8�
714 コトブキビリーヴ 牝2鹿 54 武藤 雅尾上 松壽氏 金成 貴史 青森 荒谷牧場 460 ―1：39．67 127．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，539，700円 複勝： 73，595，900円 枠連： 17，706，000円
馬連： 61，810，700円 馬単： 37，321，100円 ワイド： 57，566，600円
3連複： 98，720，700円 3連単： 131，632，900円 計： 530，893，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 390円 � 120円 枠 連（4－4） 2，410円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 150円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 525397 的中 � 282920（1番人気）
複勝票数 計 735959 的中 � 430348（1番人気）� 15701（7番人気）� 104822（2番人気）
枠連票数 計 177060 的中 （4－4） 5692（9番人気）
馬連票数 計 618107 的中 �� 22022（6番人気）
馬単票数 計 373211 的中 �� 9904（7番人気）
ワイド票数 計 575666 的中 �� 18316（7番人気）�� 137735（1番人気）�� 9753（14番人気）
3連複票数 計 987207 的中 ��� 40878（5番人気）
3連単票数 計1316329 的中 ��� 11899（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．6―59．8―1：11．4―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソネットフレーズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．24生 牝2鹿 母 ボージェスト 母母 アドマイヤグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトブキビリーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 サリーチャン号・サークルオブライフ号・シェヴロンケリー号・スクリーンアピール号・トーアスカーレット号・

リーサムフジ号・レインボーエンゼル号・レヴール号



22055 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時25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

11 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 B452－ 21：10．2 2．9�
611 ディアナグラン 牝3栗 54 吉田 隼人湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－101：10．41� 18．1�
612 リネンデザイン 牝3栗 54 丸田 恭介戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 B476－ 2 〃 ハナ 4．0�
715 ファビュラスナイト 牡3栗 56 野中悠太郎�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 488－ 61：10．61� 43．9�
36 デルマムリョウ 牝3鹿 54 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 456－101：10．7クビ 8．9�
35 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿54 菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 428＋ 2 〃 クビ 29．0	
510 オオシマサフィール 牝3栗 54 丸山 元気�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 442－ 21：10．8クビ 8．8

59 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± 0 〃 クビ 6．1�
817 ニューフィー 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 430－ 21：10．9クビ 33．0�
713 ピッツベルニナ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 456＋121：11．11� 100．9�

24 ライラテソーロ 牡3鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス 高木 登 千歳 社台ファーム 494－121：11．31� 38．4�

48 クリノグリゴロス 牡3栗 56 菅原 隆一栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 488± 01：11．83 221．5�
12 ア イ コ ト バ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 450－ 6 〃 クビ 45．7�
47 ショウユアセルフ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 B478± 01：11．9クビ 33．5�
23 クロステイア 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 406＋ 21：12．32� 188．2�
816 カゼノスバル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行深井 孟氏 中野 栄治 新冠 プログレスファーム 456－ 31：12．61� 223．6�
818� マイサンライズ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�和田牧場 和田正一郎 米
Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

520± 01：14．6大差 78．3�
714 ハービッグハロー 牡3鹿 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480± 01：15．13 52．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，659，400円 複勝： 48，268，300円 枠連： 17，856，600円
馬連： 65，757，000円 馬単： 28，047，000円 ワイド： 60，699，800円
3連複： 98，879，000円 3連単： 102，281，300円 計： 459，448，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 360円 � 150円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 900円 �� 310円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 376594 的中 � 102510（1番人気）
複勝票数 計 482683 的中 � 95463（2番人気）� 24772（6番人気）� 99471（1番人気）
枠連票数 計 178566 的中 （1－6） 27151（1番人気）
馬連票数 計 657570 的中 �� 23211（7番人気）
馬単票数 計 280470 的中 �� 5985（11番人気）
ワイド票数 計 606998 的中 �� 16274（10番人気）�� 56549（1番人気）�� 13199（12番人気）
3連複票数 計 988790 的中 ��� 23791（6番人気）
3連単票数 計1022813 的中 ��� 5042（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 12，17，9，1（7，10）（4，15）（2，11）（6，5）13－（3，8）14－16＝18 4 12（17，9）1，10－（7，15，11）4（2，6，5）13－（3，8）－（16，14）＝18

勝馬の
紹 介

ブルーダイヤ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．8．15 新潟8着

2018．2．22生 牝3鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 6戦1勝 賞金 7，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハービッグハロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28日まで平地

競走に出走できない。
マイサンライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月28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〕 ハービッグハロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28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 ミーティアカフェ号

22056 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

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
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 ゼ ロ ー ソ 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：54．5 3．7�

610 ダノンマヴロス 牡3鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 4 〃 アタマ 20．0�
815� ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 506＋ 41：54．81� 4．0�
47 リ ヴ ウ ェ ル 牡3黒鹿54 柴田 善臣西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 502＋10 〃 ハナ 22．7�
11 グラファイト �6青鹿57 津村 明秀 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 12．9	
23 サ ル ー テ �6鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 556－ 21：54．9� 13．8

712 ジョングルール 牡3黒鹿54 吉田 隼人諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514－ 4 〃 アタマ 7．3�
46 ウインアルバローズ 牡3青鹿54 石川裕紀人�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B484± 01：55．22 18．9�
22 トミケンベレムド 牡3栗 54 野中悠太郎蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 538－101：55．41� 62．4
34 シ ン ラ イ 牡5芦 57

54 ▲原 優介丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 478－ 11：56．14 68．6�
611 ダイチヴィット 牡4芦 57 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 454－ 6 〃 クビ 75．3�
58 ネオボーゲン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 422＋ 41：56．2� 51．6�
814 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 B498＋ 61：57．26 10．4�
713 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 558－101：57．73 24．3�
59 ハ デ ィ ア 牡4鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 442－181：58．33� 9．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，173，200円 複勝： 45，096，400円 枠連： 18，088，200円
馬連： 73，715，400円 馬単： 26，404，500円 ワイド： 58，530，900円
3連複： 108，401，100円 3連単： 104，913，100円 計： 470，322，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 440円 � 170円 枠 連（3－6） 3，570円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 480円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 37，430円

票 数

単勝票数 計 351732 的中 � 74819（1番人気）
複勝票数 計 450964 的中 � 73537（2番人気）� 20198（8番人気）� 78231（1番人気）
枠連票数 計 180882 的中 （3－6） 3916（14番人気）
馬連票数 計 737154 的中 �� 14012（15番人気）
馬単票数 計 264045 的中 �� 2795（26番人気）
ワイド票数 計 585309 的中 �� 9528（18番人気）�� 33399（1番人気）�� 10929（15番人気）
3連複票数 計1084011 的中 ��� 14598（7番人気）
3連単票数 計1049131 的中 ��� 2032（87番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．3―13．4―12．3―12．0―12．7―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―51．1―1：03．4―1：15．4―1：28．1―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．1
1
3
4（6，7）10（1，15）（2，9，13，12）5（8，11）（3，14）・（4，7）（6，1，10）15，12（2，11）14，5，3（8，9）－13

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ー ソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．29 札幌10着

2018．3．29生 牡3栗 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 6戦2勝 賞金 13，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ダイチヴィット号の調教師蛯名利弘は，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。



22057 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第9競走 ��1，200�
い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

34 シ ャ マ ル 牡3鹿 54 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B506－ 81：09．8 5．0�

815� ララクリュサオル 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 504＋ 21：10．11� 2．4�

（法942）

35 グランパラディーゾ 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 454± 01：10．42 4．4�
46 イ バ ル 牡4青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 502± 01：10．5� 10．7�
11 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 504＋ 21：10．7� 9．2	
610� ミフトゥーロ 牝6鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 480＋ 41：11．02 43．5

23 ホッコーカリュウ 牝3鹿 52 三浦 皇成北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476＋ 41：11．1クビ 14．3�
611 コ ル ニ リ ア 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 450± 01：11．2� 195．7�
22 トリプルシックス 牝4黒鹿55 柴田 善臣西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 484＋ 61：11．41	 27．6
713 モリトユウブ 牡6鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 506＋ 81：11．93 52．6�
712� ルフィアンキック 牡5鹿 57 岩田 康誠 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 474－ 41：12．11 278．7�
814 サイヤダンサー 牡4鹿 57 菅原 明良西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 458－ 4 〃 アタマ 148．2�
59 � ノーブルクロノス 牡5栗 57 野中悠太郎吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 飛野牧場 528－ 11：12．2
 439．5�
47 アキノスマート 牡4鹿 57 M．デムーロ穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 494－ 61：12．51
 20．4�
58 � ジャックオレンジ �4栗 57 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B486± 01：12．6� 167．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，750，300円 複勝： 83，520，400円 枠連： 26，405，900円
馬連： 119，436，800円 馬単： 45，943，700円 ワイド： 87，755，100円
3連複： 173，247，800円 3連単： 192，523，600円 計： 791，583，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（3－8） 310円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 270円 �� 470円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 627503 的中 � 99031（3番人気）
複勝票数 計 835204 的中 � 122989（3番人気）� 221534（1番人気）� 125125（2番人気）
枠連票数 計 264059 的中 （3－8） 65007（1番人気）
馬連票数 計1194368 的中 �� 142813（1番人気）
馬単票数 計 459437 的中 �� 22735（3番人気）
ワイド票数 計 877551 的中 �� 90029（1番人気）�� 43342（5番人気）�� 69859（2番人気）
3連複票数 計1732478 的中 ��� 110226（1番人気）
3連単票数 計1925236 的中 ��� 19969（7番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．0―11．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．4―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

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 4戦3勝 賞金 28，057，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イベリスリーフ号
（非抽選馬）10頭 インウィクトス号・エムオーシャトル号・カーテンコール号・サプライズレター号・ショウブ号・ソラン号・

ドゥリトル号・パイプライン号・バーンパッション号・ピナクルズ号

22058 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時10分 （芝・左・外）
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

611 クリノプレミアム 牝4栗 55 三浦 皇成栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社
吉田ファーム 474－ 41：33．9 11．3�

35 � エアファンディタ 牡4黒鹿57 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B462＋ 41：34．0クビ 4．3�
612 ロードシャムロック 牡4鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 4 〃 クビ 2．8�
12 ラルナブリラーレ 牝4鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 486＋ 21：34．1クビ 8．4�
714 シンハリング 牝4青鹿55 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504± 01：34．2	 8．0	
23 ウイングレイテスト 牡4栗 57 田辺 裕信�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 488－141：34．3
 12．6

816 ウィンドライジズ 牡7鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B476± 0 〃 ハナ 102．0�
47 ジ ョ デ ィ ー 牝5鹿 55 柴田 善臣小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498± 01：34．4クビ 68．7�
510 レッドイグニス �8黒鹿57 武藤 雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B464－ 8 〃 アタマ 166．3
59 ノーブルアース 牝6黒鹿55 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 486－ 8 〃 ハナ 49．6�
818 キ タ イ 牝5鹿 55 野中悠太郎西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 516± 01：34．93 177．4�
48 ナンヨーイザヨイ �5黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 470－ 61：35．0
 161．9�
817 カ リ ボ ー ル 牡5鹿 57 丸山 元気大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 26．5�
715 アイスフィヨルド 牡6芦 57 柴田 大知佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 454± 0 〃 アタマ 280．4�
713 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿57 津村 明秀土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 448－ 21：35．42 15．8�
36 シャワークライム 牝5黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464± 01：35．51 18．3�
24 ショウナンハレルヤ 牝4鹿 55 内田 博幸国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 B452－101：35．81
 32．2�
11 ドラグーンシチー 牡6鹿 57 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 522＋12 〃 クビ 116．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，116，900円 複勝： 105，377，900円 枠連： 34，759，800円
馬連： 153，283，800円 馬単： 55，571，500円 ワイド： 120，427，100円
3連複： 232，402，800円 3連単： 234，145，700円 計： 1，013，085，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 300円 � 160円 � 130円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 820円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 38，770円

票 数

単勝票数 計 771169 的中 � 54483（5番人気）
複勝票数 計1053779 的中 � 64702（6番人気）� 179596（2番人気）� 261730（1番人気）
枠連票数 計 347598 的中 （3－6） 55405（1番人気）
馬連票数 計1532838 的中 �� 29785（14番人気）
馬単票数 計 555715 的中 �� 5495（27番人気）
ワイド票数 計1204271 的中 �� 20188（16番人気）�� 35497（7番人気）�� 125563（1番人気）
3連複票数 計2324028 的中 ��� 42805（6番人気）
3連単票数 計2341457 的中 ��� 4378（91番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．4―11．8―11．7―11．3―11．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．4―47．2―58．9―1：10．2―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 ・（11，18）（2，14，15）7（9，12）（5，16）10，3，8，6，13－（17，4）1 4 ・（11，18）（2，14，15）（9，7，12）（5，16）（3，10）－8，6，13，4，17，1

勝馬の
紹 介

クリノプレミアム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．5 東京5着

2017．3．23生 牝4栗 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 15戦4勝 賞金 65，188，000円
〔騎手変更〕 エアファンディタ号の騎手戸崎圭太は，病気のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカイグルーヴ号



22059 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，2．8．29以降3．8．22まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

新潟放送賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

23 ブルベアイリーデ 牡5鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 490－ 21：50．3 5．4�
46 ベルダーイメル 牡4鹿 55 吉田 隼人ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 460－ 51：50．83 4．3�
611 ド リ ュ ウ 牡6栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 454－ 21：51．12 147．2�
47 サンデーウィザード 牡9鹿 55 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464－ 21：51．31 77．7�
34 ダイアナブライト 牝5鹿 52 菅原 明良 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 アタマ 47．0�
814 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± 01：51．4クビ 29．1	
713 サンダーブリッツ 牡4黒鹿55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 502± 0 〃 クビ 7．5

610 シ ェ ダ ル 牡4栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B522－ 21：51．5� 21．0�
712 デアフルーグ 牡5鹿 55 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B514＋ 4 〃 アタマ 16．0�
22 � ヴェルテックス 牡4栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B530＋ 41：51．81� 7．5
59 アシャカトブ 牡5栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 522＋111：51．9� 14．2�
58 クリノフウジン 牡7栗 54 藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 506－ 21：52．11	 81．5�
815 ケンシンコウ 牡4鹿 57 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 498＋ 81：52．62� 4．1�
35 サクセッション 牡4芦 55 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534＋101：53．77 17．7�
11 バーンスター 牡5鹿 53 三浦 皇成�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 496± 01：53．91� 129．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 122，446，600円 複勝： 183，482，900円 枠連： 71，957，300円
馬連： 350，119，900円 馬単： 117，500，600円 ワイド： 243，301，000円
3連複： 598，623，000円 3連単： 641，332，000円 計： 2，328，763，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 170円 � 2，580円 枠 連（2－4） 890円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 610円 �� 14，090円 �� 12，990円

3 連 複 ��� 94，590円 3 連 単 ��� 454，060円

票 数

単勝票数 計1224466 的中 � 179835（3番人気）
複勝票数 計1834829 的中 � 294192（2番人気）� 326290（1番人気）� 12782（15番人気）
枠連票数 計 719573 的中 （2－4） 62408（4番人気）
馬連票数 計3501199 的中 �� 161781（4番人気）
馬単票数 計1175006 的中 �� 23365（12番人気）
ワイド票数 計2433010 的中 �� 110684（3番人気）�� 4264（81番人気）�� 4626（80番人気）
3連複票数 計5986230 的中 ��� 4746（198番人気）
3連単票数 計6413320 的中 ��� 1024（1001番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．7―12．1―11．6―12．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．7―49．4―1：01．5―1：13．1―1：25．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアイリーデ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2018．8．4 小倉4着

2016．4．6生 牡5鹿 母 シルクシンフォニー 母母 クイーンオブタイム 28戦6勝 賞金 158，532，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ダイアナブライト号の騎手戸崎圭太は，病気のため菅原明良に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アポロテネシー号・コマビショウ号・ヒロブレイブ号・ブランクエンド号

22060 8月28日 曇 良 （3新潟4） 第5日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 タイキスウォード 牡4栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 466± 01：21．6 9．9�
47 ジャングルキング 牡3鹿 54 C．ルメール 清家 聖仁氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 � 2．7�
715 タイガーリリー 牝3鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 460± 01：21．7� 18．4�
818 カトルショセット 牝3鹿 52 川田 将雅�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 ハナ 5．3�
59 セイラブミー 牝4黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462－ 41：21．91� 369．9	
35 コスモノート 牡3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 41：22．0クビ 4．9

23 リーディングパート 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 422－16 〃 クビ 68．6�
36 シ シ オ ウ �7鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 480－ 61：22．1クビ 73．1�

12 スマートワン 牡3青鹿54 福永 祐一橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 464± 01：22．2	 8．2
816 パラレルキャリア 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 8 〃 アタマ 29．0�
24 マ ロ リ ン 牝5鹿 55 菅原 明良吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 478－ 21：22．3クビ 67．7�
817 ホープホワイト 牝4青鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B472＋22 〃 クビ 101．5�
612 エレボアブランシュ 牝3芦 52 武藤 雅 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：22．4クビ 19．5�
611 ホウオウジュレップ 牝3芦 52 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 2 〃 クビ 81．7�
713 サザンナイツ 牡3黒鹿54 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 458＋14 〃 ハナ 24．9�
11 イサチルプリンス 牡3黒鹿54 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 488＋12 〃 アタマ 60．8�
714
 フ ジ コ ウ キ 牡4芦 57 柴田 善臣荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 464＋ 81：23．35 301．7�
48 カガフラッシュ �3黒鹿54 武士沢友治香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 456－ 61：23．62 331．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 95，580，800円 複勝： 136，663，500円 枠連： 37，076，500円
馬連： 182，851，600円 馬単： 71，949，800円 ワイド： 160，074，800円
3連複： 300，088，100円 3連単： 343，272，700円 計： 1，327，557，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 140円 � 320円 枠 連（4－5） 1，580円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，830円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 41，060円

票 数

単勝票数 計 955808 的中 � 76668（5番人気）
複勝票数 計1366635 的中 � 106357（5番人気）� 328941（1番人気）� 90095（6番人気）
枠連票数 計 370765 的中 （4－5） 18110（6番人気）
馬連票数 計1828516 的中 �� 95541（4番人気）
馬単票数 計 719498 的中 �� 13460（12番人気）
ワイド票数 計1600748 的中 �� 73844（4番人気）�� 21357（22番人気）�� 49220（7番人気）
3連複票数 計3000881 的中 ��� 37451（16番人気）
3連単票数 計3432727 的中 ��� 6061（110番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．8―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキスウォード �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．7．20 福島2着

2017．5．19生 牡4栗 母 アンプリペアード 母母 Digit 22戦2勝 賞金 34，190，000円
〔騎手変更〕 エレボアブランシュ号の騎手戸崎圭太は，病気のため武藤雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペガサスターボ号
（非抽選馬） 2頭 ヴィクトワールメイ号・ルリマツリムーン号



（3新潟4）第5日 8月28日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

210，940，000円
24，570，000円
1，500，000円
24，490，000円
78，762，000円
5，280，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
689，055，400円
933，010，000円
291，206，400円
1，303，539，000円
521，739，100円
1，048，593，700円
2，076，109，900円
2，268，768，700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 9，132，022，200円

総入場人員 2，744名 （有料入場人員 1，554名）
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