
21025 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3日 第1競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．3
1：58．5

良
良

89 � サイブレーカー 牡2鹿 54 菅原 明良 TNレーシング 武井 亮 米 BlackRidge
Stables LLC. 414－ 42：01．6 1．9�

77 ラ フ ィ ー ニ 牝2鹿 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 大江牧場 488± 02：01．81 19．5�
55 サ ス ケ 牡2青鹿54 福永 祐一安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 438－ 22：02．22� 3．1�
11 ニシノライコウ 牡2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 478＋ 22：02．41� 73．5�
66 シリンガバルガリス 牡2栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 82：02．93 5．1	
33 コスモオピニオン 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 29．7

44 クレアチョウサン 牝2栗 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 476± 02：03．64 22．3�
88 アギレラビーム 牝2鹿 54

51 ▲原 優介北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 442＋ 62：04．13 189．0�
22 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 470± 02：04．52� 211．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，635，500円 複勝： 97，083，800円 枠連： 7，324，400円
馬連： 52，246，900円 馬単： 38，016，400円 ワイド： 44，327，000円
3連複： 84，026，300円 3連単： 178，762，700円 計： 558，423，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 566355 的中 � 248840（1番人気）
複勝票数 計 970838 的中 � 667613（1番人気）� 31505（5番人気）� 121297（2番人気）
枠連票数 計 73244 的中 （7－8） 3882（5番人気）
馬連票数 計 522469 的中 �� 28444（5番人気）
馬単票数 計 380164 的中 �� 15204（8番人気）
ワイド票数 計 443270 的中 �� 24515（5番人気）�� 102198（1番人気）�� 18484（8番人気）
3連複票数 計 840263 的中 ��� 61936（3番人気）
3連単票数 計1787627 的中 ��� 26089（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．7―12．1―12．3―12．5―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．5―49．2―1：01．3―1：13．6―1：26．1―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
・（3，4）－（7，8）（9，6）－5，2－1・（3，4）－7，9，1（8，6）5－2

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

勝馬の
紹 介

�サイブレーカー �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2022．7．10 福島2着

2020．3．30生 牡2鹿 母 Downside Scenario 母母 Grand Breeze 2戦1勝 賞金 8，000，000円
※出走取消馬 エリダヌス号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

21026 8月6日 晴 稍重 （4新潟2） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

814 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 団野 大成石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454＋ 21：11．1 2．3�
11 セオリーリターン 牝3黒鹿54 幸 英明藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 452± 01：11．95 7．3�
815 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 468－ 4 〃 クビ 6．2�
713 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 500＋ 41：12．11� 12．0�
22 レオミネルバ 牝3栗 54 石橋 脩�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 478± 01：12．42 13．1	
46 ミルヒシュトラーセ 牝3栗 54 松山 弘平�G1レーシング 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 464＋ 21：12．82� 4．7

611 アドマイヤザルミナ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456＋101：13．01 23．6�
712 フロールシュタット 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 ハナ 95．3�
47 セ イ タ ー ド 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新冠 松浦牧場 452－ 2 〃 クビ 12．3

23 メジャーアドバンス �3栗 56
54 △松本 大輝 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 41：13．21� 193．9�

35 サンライズコブラ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 472－ 61：13．73 197．2�
34 レ イ ド 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 21：14．44 237．2�

58 エイルシュリー 牝3鹿 54 江田 照男永田 博之氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 514 ―1：14．82 135．6�
610 ヤマニンアイラ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ土井 肇氏 四位 洋文 新冠 錦岡牧場 436＋121：15．97 111．8�
（14頭）

59 � シナモンベアー 牝3鹿 54 国分 恭介ゴドルフィン 角田 晃一 愛 Godolphin ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，976，100円 複勝： 72，058，600円 枠連： 17，264，500円
馬連： 69，277，400円 馬単： 32，146，100円 ワイド： 67，136，300円
3連複： 115，105，100円 3連単： 127，161，900円 計： 544，126，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 439761 的中 � 148103（1番人気）
複勝票数 計 720586 的中 � 235675（1番人気）� 68603（4番人気）� 104169（3番人気）
枠連票数 計 172645 的中 （1－8） 21431（3番人気）
馬連票数 計 692774 的中 �� 60219（3番人気）
馬単票数 計 321461 的中 �� 17731（4番人気）
ワイド票数 計 671363 的中 �� 48087（3番人気）�� 75516（2番人気）�� 20209（9番人気）
3連複票数 計1151051 的中 ��� 62508（3番人気）
3連単票数 計1271619 的中 ��� 16380（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．3―11．9―11．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．1―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンジーニアス �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．12．4 阪神3着

2019．3．13生 牝3鹿 母 アクアブルーハート 母母 エスフライト 9戦1勝 賞金 17，470，000円
〔出走取消〕 シナモンベアー号は，事故のため出走取消。
〔騎手変更〕 メジャーアドバンス号の騎手森一馬は，病気のため松本大輝に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンアイラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月6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 アポ号・カフェベラノッテ号・キタサンドライバー号・ムジョウ号

第２回 新潟競馬 第３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



21027 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

612 セキテイオー 牡3青鹿56 M．デムーロ杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 468± 01：34．1 2．9�

714 バーニングヒート 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋121：34．21 10．7�

510� バーストオブカラー 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Ringfort Stud 510＋ 21：34．3� 3．2�
713 メイショウブレゲ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456＋ 4 〃 アタマ 15．9�
24 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：34．4クビ 7．1�
817 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 462－101：34．5� 5．2	
11 アイビーテーラー 牡3黒鹿56 富田 暁中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 420＋ 81：34．6� 86．4

35 ラブカヒルー 牝3鹿 54 西村 淳也増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 442± 0 〃 アタマ 19．6�
12 ナリタクオン 牡3鹿 56 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 450－ 81：35．13 138．9
23 フクチャンクイーン 牝3黒鹿54 石川裕紀人福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 205．1�
715 キタノロッキー 牡3黒鹿 56

54 △小林 脩斗�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 434＋ 61：35．2� 312．7�
36 � ア ル マ ン ダ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河永井商事� 橋田 満 仏 Mr Herve－Char-
les Viallon 502＋ 6 〃 クビ 160．1�

47 � ロ ウ レ イ ロ 牝3栗 52 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 豪 Mr R Ror-
rison 480 ―1：35．41� 105．4�

818 ジュンツバサニセイ 牡3鹿 56 木幡 巧也河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 452± 01：35．61� 493．6�
48 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 江田 照男奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426± 01：35．71 115．4�
611 インジェニアス 牡3栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522 ―1：35．8� 231．9�
816 シゲルハナノレン 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子森中 蕃氏 千田 輝彦 平取 船越 伸也 462＋121：35．9クビ 269．9�
59 リ オ レ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 安惠氏 中村 直也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：36．0� 191．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 53，009，200円 複勝： 82，910，900円 枠連： 13，926，700円
馬連： 79，601，800円 馬単： 36，794，200円 ワイド： 76，519，700円
3連複： 119，720，400円 3連単： 134，694，000円 計： 597，176，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 250円 � 140円 枠 連（6－7） 950円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 590円 �� 280円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 530092 的中 � 143131（1番人気）
複勝票数 計 829109 的中 � 195847（1番人気）� 62908（5番人気）� 168193（2番人気）
枠連票数 計 139267 的中 （6－7） 11309（4番人気）
馬連票数 計 796018 的中 �� 35100（7番人気）
馬単票数 計 367942 的中 �� 10191（12番人気）
ワイド票数 計 765197 的中 �� 31497（7番人気）�� 77728（1番人気）�� 26968（9番人気）
3連複票数 計1197204 的中 ��� 44245（6番人気）
3連単票数 計1346940 的中 ��� 9780（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．5―47．8―1：00．1―1：11．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 6（5，12）（4，9，15）10（1，3，14）16（2，17）18（7，13）（8，11） 4 6（5，12）（9，15）（4，10）（1，3，14）（2，17，16）18（7，13）－8－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セキテイオー �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．5 中山3着

2019．2．10生 牡3青鹿 母 ユキアカリノマチ 母母 フ ジ ム ス メ 8戦1勝 賞金 14，830，000円
〔3走成績による出走制限〕 キタノロッキー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月6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 スマートドラフト号

21028 8月6日 晴 稍重 （4新潟2） 第3日 第4競走 1，800�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

610 サニーバローズ 牝3栃栗54 団野 大成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B458－ 61：54．5 4．4�
611 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 松若 風馬�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B498± 01：55．03 3．4�
22 サクラソーレ 牡3青 56 福永 祐一�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 468－ 21：55．63� 6．6�
815 シャンパンドバイ 牡3鹿 56 富田 暁福盛 訓之氏 高橋 義忠 浦河 丸村村下

ファーム 470± 01：55．7� 51．7�
47 イケメンプリンス 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 484＋ 41：55．91� 24．2�
59 ブレイズアウト 牡3栗 56 荻野 極 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 81：56．54 20．1

58 メイショウトワニ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 416＋ 21：56．6クビ 326．5�
11 ディープギルドン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 518－ 21：57．45 82．8�
23 アスクレッドスター 牡3青鹿56 内田 博幸廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B464－101：57．82� 25．9
34 バイファーザベスト 牡3鹿 56 和田 竜二白 日光氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 524 ― 〃 クビ 55．0�
814 ロ ノ マ ク ア 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 506 ―1：58．22 7．7�

713 トヨリュウオー 牝3芦 54
50 ★永島まなみ	しょうじ 大和田 成 新ひだか グローリーファーム 418－ 61：59．37 195．1�

35 メイリトルラバー 牝3鹿 54 武藤 雅千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 462－ 62：01．010 3．7�
712 インペリアルムーン 牝3鹿 54 石川裕紀人 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470－122：04．3大差 322．9�
（14頭）

46 ドンシャーク 牡3鹿 56 松山 弘平山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，472，800円 複勝： 62，170，300円 枠連： 15，069，900円
馬連： 65，132，500円 馬単： 30，131，400円 ワイド： 61，538，700円
3連複： 98，221，000円 3連単： 111，619，600円 計： 491，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 190円 枠 連（6－6） 540円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 474728 的中 � 85706（3番人気）
複勝票数 計 621703 的中 � 102748（3番人気）� 145669（1番人気）� 71180（4番人気）
枠連票数 計 150699 的中 （6－6） 21276（2番人気）
馬連票数 計 651325 的中 �� 71781（2番人気）
馬単票数 計 301314 的中 �� 14702（5番人気）
ワイド票数 計 615387 的中 �� 54702（2番人気）�� 19907（8番人気）�� 33364（4番人気）
3連複票数 計 982210 的中 ��� 44090（3番人気）
3連単票数 計1116196 的中 ��� 10536（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―13．3―12．4―12．8―13．3―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―49．3―1：01．7―1：14．5―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
・（5，11）15，10－13（1，9，12，14）2－7，8，3，4
11，15，10－5－（1，9，14）2，3（8，7）（13，4）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サニーバローズ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．2．5 東京2着

2019．5．4生 牝3栃栗 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 6戦1勝 賞金 10，200，000円
〔出走取消〕 ドンシャーク号は，事故のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイリトルラバー号・インペリアルムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月6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。
（非当選馬） 1頭 メイショウシヅキ号
（非抽選馬） 2頭 ザヴォーグ号・ショウグン号



21029 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3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

67 フ ェ イ ト 牡2鹿 54 福永 祐一藤田 晋氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478 ―1：48．1 1．5�
811 ノ エ マ 牡2鹿 54 戸崎 圭太小紫 嘉之氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 496 ―1：49．05 14．6�
44 コスモバラタ 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：49．11 12．2�
810 ロ ゼ ル 牡2青鹿54 和田 竜二田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 442 ―1：49．31 12．3�
78 エイシンエラン 牡2鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 464 ― 〃 アタマ 10．7	
22 スタンプブック 牡2鹿 54 西村 淳也橋詰 弘一氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 462 ―1：49．4� 75．3

55 アンビージャー 牡2鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 494 ―1：49．5� 39．4�
66 モンテナルス 牝2青鹿54 北村 友一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：49．6� 50．7�
33 サウンドアルジュナ 牡2鹿 54 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 新冠 飛渡牧場 450 ―1：49．7� 127．5
11 タイセイマイティ 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 496 ―1：50．97 5．4�
79 センチュリヒーロー 牡2黒鹿54 富田 暁中水 英紀氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 424 ―1：51．85 129．3�

（センチュリーヒーロ）

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，361，500円 複勝： 90，413，000円 枠連： 10，542，500円
馬連： 58，516，000円 馬単： 43，347，900円 ワイド： 55，988，100円
3連複： 85，281，000円 3連単： 161，489，000円 計： 567，939，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 220円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 380円 �� 320円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 623615 的中 � 315242（1番人気）
複勝票数 計 904130 的中 � 559333（1番人気）� 48543（5番人気）� 47077（6番人気）
枠連票数 計 105425 的中 （6－8） 21224（2番人気）
馬連票数 計 585160 的中 �� 58428（3番人気）
馬単票数 計 433479 的中 �� 37358（2番人気）
ワイド票数 計 559881 的中 �� 38751（5番人気）�� 47537（3番人気）�� 10128（17番人気）
3連複票数 計 852810 的中 ��� 32376（8番人気）
3連単票数 計1614890 的中 ��� 22502（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―12．3―12．9―12．5―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．5―47．8―1：00．7―1：13．2―1：24．8―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ェ イ ト �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Wiesenpfad 初出走

2020．1．28生 牡2鹿 母 サンタフェチーフ 母母 Saldentigerin 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21030 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3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

59 ニシノコウフク 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 中山 高鹿康 468 ―1：36．2 13．8�
35 ミ タ マ 牝2鹿 54 松山 弘平 �ニッシンホール

ディングス 上村 洋行 新ひだか チャンピオンズファーム 454 ―1：36．41� 5．8�
12 アルヴィエンヌ 牝2鹿 54 津村 明秀�橋口 林 徹 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．5� 4．7�
36 ビップクロエ 牝2鹿 54 和田 竜二鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．6� 7．6�
714 メランポジューム 牝2鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ― 〃 ハナ 5．4�
713 アエディフィカータ 牝2鹿 54 富田 暁今村 明浩氏 武 英智 むかわ 上水牧場 440 ―1：36．91� 41．3	
611 マサハヤヴァンス 牝2鹿 54 団野 大成中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 414 ― 〃 クビ 25．6

817 ミッキーマカロン 牝2黒鹿54 松若 風馬野田みづき氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 クビ 12．8�
612 ニシノパプルブリリ 牝2黒鹿54 菅原 明良西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 462 ―1：37．21� 65．7�
11 トロピカルライト 牝2黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 452 ―1：37．62 102．9
816 ルージュイストリア 牝2黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 6．1�
48 スマートミラージュ 牝2栗 54 C．ホー 大川 徹氏 音無 秀孝 浦河 桑田牧場 440 ―1：37．71 38．9�

（香港）

818 リ リ ッ ク ス 牝2青鹿54 北村 友一吉野 英子氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 488 ―1：37．8� 45．0�
23 クインズイザナミ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �ケイアイスタリオン 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 476 ―1：38．01 52．9�
24 ラディーヴァ 牝2芦 54 菊沢 一樹小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 444 ―1：38．21� 222．4�
715 ジョウショーポーラ 牝2鹿 54 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 456 ―1：38．41� 221．9�
510 ペ ッ プ セ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 444 ―1：39．78 205．9�
47 リュミヌーフィーユ 牝2栗 54 藤岡 康太大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 492 ―1：40．76 102．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，682，100円 複勝： 60，355，900円 枠連： 21，356，800円
馬連： 72，730，100円 馬単： 28，988，200円 ワイド： 67，549，300円
3連複： 114，741，800円 3連単： 105，311，300円 計： 521，715，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 300円 � 180円 � 170円 枠 連（3－5） 2，130円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，090円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 49，640円

票 数

単勝票数 計 506821 的中 � 31140（7番人気）
複勝票数 計 603559 的中 � 44259（6番人気）� 93244（2番人気）� 98319（1番人気）
枠連票数 計 213568 的中 （3－5） 7758（7番人気）
馬連票数 計 727301 的中 �� 15269（15番人気）
馬単票数 計 289882 的中 �� 2269（40番人気）
ワイド票数 計 675493 的中 �� 12063（18番人気）�� 15590（13番人気）�� 32114（2番人気）
3連複票数 計1147418 的中 ��� 14956（14番人気）
3連単票数 計1053113 的中 ��� 1538（154番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．6―13．1―12．8―11．5―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．4―49．5―1：02．3―1：13．8―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．9
3 4，8（1，9）（5，6）3（12，13）11（2，17）－14，18，10（15，7）16 4 4，8（1，9）（5，6）（3，12，13）（11，2，17）－14，18，10（15，7）－16

勝馬の
紹 介

ニシノコウフク �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2020．2．29生 牝2黒鹿 母 ニシノマメフク 母母 セイウンアグライア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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） 2頭 ドナビスケット号・ベリーズテソーロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



21031 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

59 � ハイパーストーム 牝3鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-

ter Farm 464－ 61：08．2 7．0�
818 ベルシャンテ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 424－121：08．83� 5．7�
714 ホワールウィンド 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 2 〃 ハナ 6．3�

11 ボンジューママ 牝3鹿 54 丸田 恭介田口 廣氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 426－ 4 〃 アタマ 11．2�
715 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 菊沢 一樹�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 426± 0 〃 クビ 14．2�
36 テーオーモンブラン 牝3青 54 団野 大成小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 442－ 21：09．01� 12．6	
12 イ ダ マ ン テ 牡3鹿 56 和田 竜二 KAJIMOTOホー

ルディングス
 中村 直也 新ひだか 真歌田中牧場 458＋10 〃 ハナ 72．3�
48 エンロサディラ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 424± 01：09．1� 228．8�
35 フィンスタビライザ 牡3栗 56 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 456± 01：09．2クビ 20．2
817 ブエナディオサ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 0 〃 アタマ 180．3�

611 アルーリングリップ 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 410－ 21：09．3� 110．7�
510 アメカテソーロ 牝3栗 54 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス
 加藤士津八 日高 リョーケンファー
ム株式会社 B468＋ 41：09．41 7．4�

713 セントイライアス 牝3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 440－ 2 〃 アタマ 82．3�
612 セイグッドバイ 牝3鹿 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 B476＋ 21：09．5� 6．6�
24 � グッドカウンセル 牝3鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 辻 哲英 英 Nick Bradley

Bloodstock 456 ―1：09．71 31．0�
47 テイエムケントオー 牡3鹿 56

54 △松本 大輝竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 442－ 21：10．02 143．8�
23 カレンブルーローズ 牡3鹿 56 富田 暁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 456＋121：10．1� 8．4�

（17頭）
816 ヴ ラ マ ン ク 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，951，600円 複勝： 82，660，500円 枠連： 21，207，600円
馬連： 90，276，700円 馬単： 36，942，800円 ワイド： 83，689，500円
3連複： 146，543，300円 3連単： 138，708，400円 計： 648，980，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 210円 � 240円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，120円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 489516 的中 � 55834（4番人気）
複勝票数 計 826605 的中 � 66036（6番人気）� 113034（2番人気）� 87945（4番人気）
枠連票数 計 212076 的中 （5－8） 12986（4番人気）
馬連票数 計 902767 的中 �� 31500（6番人気）
馬単票数 計 369428 的中 �� 5783（14番人気）
ワイド票数 計 836895 的中 �� 23431（6番人気）�� 18803（12番人気）�� 33908（1番人気）
3連複票数 計1465433 的中 ��� 23916（6番人気）
3連単票数 計1387084 的中 ��� 3792（40番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―44．8―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハイパーストーム �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Deep Impact デビュー 2021．11．27 阪神11着

2019．5．2生 牝3鹿 母 Queen’s Turf 母母 Fratte Rosa 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 ヴラマンク号は，事故のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ブエナディオサ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月6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。
（非抽選馬） 2頭 ツキニホエル号・ディージェーサン号

21032 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

815� ペ ル ア ア 牝3鹿 52 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Zayat Sta-

bles, LLC 476－ 41：51．7 4．0�
611 テイエムファクター 牡3鹿 54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 462＋ 6 〃 クビ 4．3�
712 ダノンピーカブー 牡3芦 54 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464－ 61：53．18 36．9�
58 デリシュレーヌ 牝4青鹿 55

51 ★今村 聖奈加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B476－ 61：53．2� 6．1�
23 タイセイマーベル 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B486－ 6 〃 クビ 22．6�
22 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 54 戸崎 圭太石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 528＋ 81：53．3クビ 5．3	
610 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

54 ▲角田 大河永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 504－ 21：54．25 31．8

46 ラッキーモー �4鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B448＋12 〃 ハナ 195．7�
59 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 81：54．41	 73．6
713 ゴールドブリーズ 牡4鹿 57 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 504± 01：54．93 19．2�
35 
 クラウンゼロ 牡4鹿 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 506＋ 8 〃 クビ 462．9�
47 サンライズロナウド 牡3黒鹿54 藤懸 貴志�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：55．11	 19．8�
814
 ネクサスハート 牡4鹿 57 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B528－ 41：56．69 15．2�
11 スターファースト 牡3鹿 54 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 472± 01：57．55 182．7�
34 リングストゥワイス 牡3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532－ 41：58．13� 7．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 65，167，000円 複勝： 97，245，000円 枠連： 21，649，300円
馬連： 121，722，300円 馬単： 45，203，500円 ワイド： 107，396，600円
3連複： 184，520，100円 3連単： 189，078，600円 計： 831，982，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 170円 � 560円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，590円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 21，910円

票 数

単勝票数 計 651670 的中 � 127801（1番人気）
複勝票数 計 972450 的中 � 231017（1番人気）� 156848（2番人気）� 30354（11番人気）
枠連票数 計 216493 的中 （6－8） 28219（1番人気）
馬連票数 計1217223 的中 �� 120202（1番人気）
馬単票数 計 452035 的中 �� 20554（2番人気）
ワイド票数 計1073966 的中 �� 89105（1番人気）�� 16220（20番人気）�� 12746（28番人気）
3連複票数 計1845201 的中 ��� 21398（14番人気）
3連単票数 計1890786 的中 ��� 6255（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．1―12．3―12．6―13．7―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．7―46．8―59．1―1：11．7―1：25．4―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
7＝4（1，11）（3，15）（10，13）6，12，14－2，9（5，8）
7＝11，4，3，15（1，12，13）（10，2）－9，6－（5，14，8）

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

勝馬の
紹 介

�ペ ル ア ア �
�
父 American Pharoah �

�
母父 City Zip デビュー 2021．10．23 阪神1着

2019．3．25生 牝3鹿 母 Nomee 母母 Miss Utada 4戦2勝 賞金 17，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターファースト号・リングストゥワイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

6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 フロイング号



21033 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3日 第9競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

11 ミシシッピテソーロ 牝2鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー

ム株式会社 424－ 21：21．7 7．0�
55 フミサウンド 牡2黒鹿54 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：21．8	 3．0�
22 ブーケファロス 牡2鹿 54 菅原 明良矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 430＋ 4 〃 アタマ 6．9�
810 シルヴァーゴースト 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 438－ 61：22．43
 20．7�
33 スムースベルベット 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 488± 01：22．61
 41．8	
67 ジョウショーホープ 牡2鹿 54 藤岡 康太熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 460＋ 61：22．7クビ 4．3

78 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 420＋ 6 〃 ハナ 52．8�
66 クリノリアルレディ 牝2鹿 54 C．ホー 栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 466＋ 2 〃 ハナ 204．1�

（香港）

44 � アドバンスファラオ 牡2栗 54 川田 将雅久保田典秀氏 森 秀行 米
John D. Gunther
& American
Pharoah Syndicate

472＋ 21：22．8	 8．6
811� シテイタイケツ 牡2鹿 54 森 泰斗合同会社JPN技研 上杉 昌宏 浦河 中村 雅明 460－111：23．33 9．3�

（大井） （船橋）

79 ベアサッチャー 牝2青鹿54 石川裕紀人熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476＋101：24．04 40．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 88，819，300円 複勝： 96，694，600円 枠連： 16，673，200円
馬連： 116，622，200円 馬単： 51，463，800円 ワイド： 88，133，800円
3連複： 162，182，400円 3連単： 218，894，700円 計： 839，484，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（1－5） 840円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 888193 的中 � 106931（4番人気）
複勝票数 計 966946 的中 � 115480（4番人気）� 213697（1番人気）� 151518（3番人気）
枠連票数 計 166732 的中 （1－5） 15247（2番人気）
馬連票数 計1166222 的中 �� 107106（2番人気）
馬単票数 計 514638 的中 �� 18769（5番人気）
ワイド票数 計 881338 的中 �� 65287（3番人気）�� 39711（7番人気）�� 65608（2番人気）
3連複票数 計1621824 的中 ��� 71063（4番人気）
3連単票数 計2188947 的中 ��� 17948（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．0―34．3―46．3―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミシシッピテソーロ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2022．6．26 東京1着

2020．3．25生 牝2鹿 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 2戦2勝 賞金 23，238，000円
〔発走状況〕 アドバンスファラオ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 アドバンスファラオ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

21034 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3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，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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

712 ノーブルシルエット 牝4黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 470＋ 61：51．5 3．7�
610� リバプールタウン 牡7鹿 57 角田 大河薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 498＋121：51．6	 159．4�
35 
 ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿55 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 454＋ 41：52．02� 17．5�
611 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 526＋121：52．1	 21．3�
814 チェルアルコ 牝5栗 55 幸 英明吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 520＋ 61：52．52 288．9�
815 ク レ デ ン ザ 牝5芦 55 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466－ 6 〃 クビ 15．4	
58 カナリキケン 牝4栗 55 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 500＋ 61：52．6� 30．4

23 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 西村 淳也国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 494＋ 21：52．7	 15．5�
34 レプンカムイ 牡4黒鹿57 三浦 皇成前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 484± 01：52．9	 4．5�
59 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 松山 弘平湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 496＋ 41：53．0� 6．2�
713 クリーンスレイト 牡4栗 57 川田 将雅ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：53．1� 3．5�
46 フィストバンプ 牡6青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 480－12 〃 クビ 66．6�
22 ラヴォアドゥース 牝5栃栗55 団野 大成�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋ 21：53．63 78．0�
11 ルコントブルー 牝5黒鹿55 木幡 巧也 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 558＋141：54．13 114．2�
47 デッドアヘッド �6鹿 57 杉原 誠人 社台レースホース牧 光二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460－ 61：57．1大差 155．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 76，367，500円 複勝： 108，903，600円 枠連： 35，858，600円
馬連： 163，943，000円 馬単： 57，813，700円 ワイド： 130，734，500円
3連複： 255，147，000円 3連単： 262，660，000円 計： 1，091，427，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 2，380円 � 270円 枠 連（6－7） 1，480円

馬 連 �� 33，060円 馬 単 �� 39，560円

ワ イ ド �� 7，360円 �� 710円 �� 18，980円

3 連 複 ��� 77，720円 3 連 単 ��� 289，840円

票 数

単勝票数 計 763675 的中 � 164341（2番人気）
複勝票数 計1089036 的中 � 227425（1番人気）� 8657（13番人気）� 104916（5番人気）
枠連票数 計 358586 的中 （6－7） 18730（7番人気）
馬連票数 計1639430 的中 �� 3843（50番人気）
馬単票数 計 578137 的中 �� 1096（86番人気）
ワイド票数 計1307345 的中 �� 4431（49番人気）�� 50929（6番人気）�� 1708（74番人気）
3連複票数 計2551470 的中 ��� 2462（146番人気）
3連単票数 計2626600 的中 ��� 657（637番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―13．2―12．2―11．9―12．7―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．0―49．2―1：01．4―1：13．3―1：26．0―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルシルエット �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．2．13 東京6着

2018．4．30生 牝4黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 14戦4勝 賞金 84，928，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デッドアヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月6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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィアメント号・マイネルクロンヌ号
（非抽選馬）10頭 アベックフォルス号・ウインダークローズ号・コトブキアルニラム号・スーパーブレイク号・ダッチマン号・

テイエムマグマ号・ピュアジャッジ号・ボルサリーノ号・メガゴールド号・ロジティナ号



21035 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3日 第11競走 ��1，400�新 潟 日 報 賞
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．8．7以降R4．7．31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

新潟日報賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

48 フェルミスフィア 牝5栗 52 杉原 誠人 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：19．7 62．9�
715 エルカスティージョ 牝4鹿 54 C．ホー �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 41：19．8� 8．7�

（香港）

11 アルーリングウェイ 牝3黒鹿52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋10 〃 クビ 2．8�

59 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿55 戸崎 圭太平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 508－ 81：19．9クビ 7．1�
713 レッドクレオス 牡6栗 53 内田 博幸 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：20．11� 87．5	
714 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 52 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 6 〃 アタマ 143．3

817 セ ル フ ィ ー 牝5栗 52 江田 照男�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム B470＋ 8 〃 ハナ 25．9�
612 ニシノキントウン 牡7黒鹿53 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 474＋141：20．2� 175．5�
24 テーオーラフィット 牝4黒鹿53 石橋 脩小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 490－ 81：20．3� 10．7
510 ペイシャフェスタ 牝4栗 52 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 484± 0 〃 クビ 9．9�
36 シナモンスティック 牝3芦 51 柴田 大知 �ブルースターズファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 4 〃 ハナ 6．0�
35 ウインレフィナード 牡6黒鹿54 武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 ハナ 290．8�
47 ビ ア イ 牝5青鹿53 川須 栄彦副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B504－ 2 〃 ハナ 16．0�
12 ピーエムピンコ 牝5黒鹿52 嶋田 純次松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 416± 01：20．51� 21．4�
23 ドラグーンシチー 牡7鹿 52 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 504－ 41：21．13� 187．4�
816 ブルーシンフォニー 牡4鹿 55 岩田 康誠ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 21：21．73� 24．4�
611 グリンデルヴァルト 牝5鹿 52 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 450－ 6 〃 アタマ 25．6�
818 メイショウハナモリ 牡6黒鹿53 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 安平 	橋本牧場 B518± 01：22．12� 219．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 135，928，900円 複勝： 201，479，400円 枠連： 81，437，900円
馬連： 360，029，000円 馬単： 121，442，300円 ワイド： 279，053，500円
3連複： 650，734，900円 3連単： 649，744，700円 計： 2，479，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，290円 複 勝 � 1，050円 � 280円 � 160円 枠 連（4－7） 3，970円

馬 連 �� 27，870円 馬 単 �� 69，210円

ワ イ ド �� 7，660円 �� 2，560円 �� 730円

3 連 複 ��� 23，760円 3 連 単 ��� 296，450円

票 数

単勝票数 計1359289 的中 � 17271（12番人気）
複勝票数 計2014794 的中 � 36980（12番人気）� 176334（5番人気）� 448887（1番人気）
枠連票数 計 814379 的中 （4－7） 15869（19番人気）
馬連票数 計3600290 的中 �� 10009（62番人気）
馬単票数 計1214423 的中 �� 1316（141番人気）
ワイド票数 計2790535 的中 �� 9028（69番人気）�� 27496（34番人気）�� 103397（5番人気）
3連複票数 計6507349 的中 ��� 20535（77番人気）
3連単票数 計6497447 的中 ��� 1589（875番人気）

ハロンタイム 12．1―10．1―10．6―11．3―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．2―32．8―44．1―56．1―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルミスフィア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．14 東京1着

2017．5．2生 牝5栗 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 15戦4勝 賞金 64，513，000円
〔制裁〕 アルーリングウェイ号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14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 ヴィクターバローズ号・グッドマックス号・シャチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21036 8月6日 晴 良 （4新潟2） 第3日 第12競走 ��1，800�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

35 グットディール 牡3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496± 01：52．7 2．1�
59 ダノンハイファイブ 牡4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：53．44 13．0�
34 コバルトブルー 牡6栗 57

55 △松本 大輝青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 アタマ 11．7�
46 キープイットシンポ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 472＋ 21：53．71� 29．6�

22 � ルーチェット 牝4鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills
Co. Ltd 482＋221：53．8� 7．5�

610 ヴェールアップ 牝4芦 55 C．ホー 	キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：54．22� 29．7

（香港）

47 ダノンマヴロス 牡4鹿 57 内田 博幸�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム B484± 01：54．3クビ 29．7�
611 サイモンルモンド 	5栗 57 幸 英明澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 440－ 6 〃 クビ 100．8�
23 
 ブーケドフルール 牝4青鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 432＋ 21：54．51 33．4
712 ジュールサイクル 牝5青 55 石橋 脩吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452＋ 61：55．35 15．3�
58 ファーストソリスト 牝4黒鹿55 団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 486＋ 61：55．93� 86．1�
11 スエーニョブランコ 牝5芦 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 502＋ 21：56．0クビ 164．2�
713 クリノナイスガイ 	5栗 57 岩田 康誠栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 464－ 21：57．38 28．7�
814 フローズンスタイル 牝5黒鹿 55

51 ★今村 聖奈吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B450－ 22：00．4大差 28．3�
815 タイセイヴィーナス 牝4鹿 55 和田 竜二田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 464－ 22：00．5� 4．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，481，300円 複勝： 123，607，700円 枠連： 37，964，900円
馬連： 167，397，500円 馬単： 77，744，300円 ワイド： 161，822，100円
3連複： 293，715，000円 3連単： 360，870，200円 計： 1，323，603，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 250円 � 270円 枠 連（3－5） 1，100円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 540円 �� 470円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計1004813 的中 � 367866（1番人気）
複勝票数 計1236077 的中 � 309800（1番人気）� 110446（4番人気）� 96947（5番人気）
枠連票数 計 379649 的中 （3－5） 26549（5番人気）
馬連票数 計1673975 的中 �� 93239（4番人気）
馬単票数 計 777443 的中 �� 31526（5番人気）
ワイド票数 計1618221 的中 �� 79367（4番人気）�� 92094（3番人気）�� 18987（24番人気）
3連複票数 計2937150 的中 ��� 45264（13番人気）
3連単票数 計3608702 的中 ��� 18286（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．6―12．6―12．7―13．5―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．2―47．8―1：00．4―1：13．1―1：26．6―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3
・（6，10）15（1，5，8）－（2，3，13）7－（9，14）（4，12）－11・（6，10）（15，8）（1，5）（3，13）（2，7）（9，12）11，4＝14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グットディール �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．13 札幌4着

2019．4．4生 牡3鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 9戦3勝 賞金 42，094，000円
〔制裁〕 キープイットシンポ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローズンスタイル号・タイセイヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年9月6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。
（非当選馬） 1頭 ゴールドフレーム号
（非抽選馬） 2頭 スズカルビコン号・ロードジャスティス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4新潟2）第3日 8月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 175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

212，560，000円
25，360，000円
1，340，000円
27，110，000円
76，683，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
829，852，800円
1，175，583，300円
300，276，300円
1，417，495，400円
600，034，600円
1，223，889，100円
2，309，938，300円
2，638，995，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，496，064，900円

総入場人員 5，844名 （有料入場人員 5，301名）
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