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22061 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6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

66 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 60 江田 勇亮伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 480＋ 23：08．5 5．2�

88 ヴァンクールシルク �8栗 60 伴 啓太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B586＋ 83：09．35 2．8�
22 モ ル タ ル �5芦 60

57 ▲小牧加矢太阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 468－123：10．57 4．5�
55 モーニングアヤメ 牝4栗 58 上野 翔今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 446± 03：10．71� 10．3�
11 � プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 B416＋ 43：10．8	 37．2�
33 � シュテルンシチー �6栗 60 石神 深一 	友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 幌村牧場 456－ 63：11．0	 3．6

77 ベラコリーダ 牝3鹿 56 森 一馬名古屋友豊	 斉藤 崇史 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 83：12．610 34．5�
44 スズカゴウケツ 牡5鹿 60 草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 4 （競走中止） 18．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 22，525，500円 複勝： 21，986，200円 枠連： 発売なし
馬連： 38，941，500円 馬単： 19，413，000円 ワイド： 25，651，100円
3連複： 55，262，100円 3連単： 90，511，700円 計： 274，291，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 225255 的中 � 34388（4番人気）
複勝票数 計 219862 的中 � 37023（3番人気）� 56629（1番人気）� 35172（4番人気）
馬連票数 計 389415 的中 �� 35905（2番人気）
馬単票数 計 194130 的中 �� 7682（9番人気）
ワイド票数 計 256511 的中 �� 19993（3番人気）�� 15476（6番人気）�� 18392（4番人気）
3連複票数 計 552621 的中 ��� 32400（4番人気）
3連単票数 計 905117 的中 ��� 9174（27番人気）
上り 1マイル 1：43．2 4F 50．4－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ペ ラ ヴ ィ 
�
父 ローズキングダム 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．13 福島5着

2017．4．28生 牡5鹿 母 セ ミ ニ ョ ン 母母 ト リ ア ノ ン 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 スズカゴウケツ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 モルタル号の騎手小牧加矢太・シュテルンシチー号の騎手石神深一・スズカゴウケツ号の騎手草野太郎・ベラコリーダ号

の騎手森一馬・ヴァンクールシルク号の騎手伴啓太は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り過怠金
30，000円。

22062 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45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 ウィルソンテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 リョーケンファー

ム株式会社 478＋ 21：51．8 5．3�
814 サトノギベオン 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 526＋ 41：53．6大差 2．8�
57 トリプルスリル 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 474± 01：53．92 3．4�
711 リュウバター 牡3鹿 56 丸田 恭介木本 聡子氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 B480± 01：54．32� 24．8�
11 テーオーインパクト 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 500－ 61：54．83 172．7�
45 ヴェルトクリーガー 牡3鹿 56 石橋 脩 �YGGホースクラブ 大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 11：55．01 32．7	
813 ゼ フ ァ ラ ス 牡3鹿 56 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 B486＋ 81：55．42� 138．0

69 レオプレシード 牡3鹿 56 吉田 豊�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム B526＋141：55．6� 24．7�
22 ベイビールビオ 牡3栗 56 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 492± 01：56．13 4．2�
33 メイショウハクギン 牝3芦 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 01：56．2� 42．1
712 ニルヴァーナ 牡3鹿 56 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 大北牧場 466－ 6 〃 アタマ 99．8�
58 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 内田 博幸廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 484－ 41：57．05 94．9�
34 グランシャーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 504＋ 61：57．42� 112．6�
46 ホウオウモンスター 牡3鹿 56 石川裕紀人小笹 芳央氏 尾形 和幸 浦河 金成吉田牧場 434－ 6 〃 アタマ 93．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，420，000円 複勝： 55，195，900円 枠連： 11，499，500円
馬連： 64，099，100円 馬単： 31，860，400円 ワイド： 59，152，900円
3連複： 103，590，200円 3連単： 120，998，200円 計： 486，816，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 120円 � 120円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 410円 �� 490円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 404200 的中 � 60379（4番人気）
複勝票数 計 551959 的中 � 57244（4番人気）� 143191（1番人気）� 124346（2番人気）
枠連票数 計 114995 的中 （6－8） 11251（4番人気）
馬連票数 計 640991 的中 �� 50774（4番人気）
馬単票数 計 318604 的中 �� 10442（8番人気）
ワイド票数 計 591529 的中 �� 34468（4番人気）�� 27959（5番人気）�� 77944（1番人気）
3連複票数 計1035902 的中 ��� 69324（2番人気）
3連単票数 計1209982 的中 ��� 14368（11番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．4―13．2―12．9―12．5―12．9―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．1―49．3―1：02．2―1：14．7―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィルソンテソーロ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Uncle Mo デビュー 2021．8．28 新潟6着

2019．2．25生 牡3鹿 母 チェストケローズ 母母 Deputy’s Delight 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンクウノツバサ号・グランシャーク号・ホウオウモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和4年9月28日まで平地競走に出走できない。
※テーオーインパクト号・メイショウハクギン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 新潟競馬 第６日



22063 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6日 第3競走 1，000�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・直線）

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
55．0
55．0

良
良

23 セイウンスイート 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 442－ 4 57．2 4．7�
611 ベ ベ 牡2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B472－12 57．3� 5．3�
24 ラブスレンダー 牝2鹿 54 M．デムーロ増田 陽一氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 438＋ 2 〃 クビ 5．9�
715 ワックスフラワー 牝2黒鹿54 内田 博幸�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 436± 0 57．4� 80．9�
816 タマモガーベラ 牝2鹿 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 396＋ 2 57．5� 79．6	
11 サンガルガーノ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 4 57．61 179．6

510 ネバレチュゴー 牡2鹿 54

51 ▲水沼 元輝�ミルファーム 西田雄一郎 浦河 ミルファーム 510＋ 8 57．7クビ 39．1�
612 サウザンパンチ 牡2芦 54 津村 明秀千明牧場 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 422＋ 4 〃 クビ 5．1�
12 ライトブラーヴ 牡2栗 54

52 ◇藤田菜七子�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 北海道静内農業高等学校 394＋ 2 58．01� 52．1
818 ニジノテンシ 牝2鹿 54 丸田 恭介�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 386－30 58．1クビ 20．2�
35 ハンデンメシアー 牡2鹿 54 岩田 康誠坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか チャンピオンズファーム B484－ 6 58．31� 187．8�
48 ハ ス ノ ミ 牡2鹿 54 木幡 巧也�和田牧場 松永 康利 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 426＋ 2 58．51� 452．0�
59 ロデオフリップ 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大河田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 嶋田牧場 438－ 2 58．6� 104．9�
713 ワタシハマジョ 牝2鹿 54 菅原 明良村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 446－ 2 〃 クビ 3．8�
817 ケ レ ン シ ア 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 村田 一誠 浦河 ミルファーム B464＋ 4 58．8� 52．9�
47 フレンドキング 牡2青鹿54 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 452＋14 〃 アタマ 419．9�
36 コーヒーカフェ 牡2黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 斉藤英牧場 454＋12 59．01� 444．3�
714 アップチェリー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 376－18 59．21� 153．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，022，800円 複勝： 57，457，500円 枠連： 30，565，700円
馬連： 86，373，800円 馬単： 38，213，500円 ワイド： 76，343，500円
3連複： 164，912，000円 3連単： 165，439，700円 計： 671，328，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 470円 �� 660円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 15，910円

票 数

単勝票数 計 520228 的中 � 90800（2番人気）
複勝票数 計 574575 的中 � 96117（2番人気）� 91371（3番人気）� 82552（5番人気）
枠連票数 計 305657 的中 （2－6） 52420（1番人気）
馬連票数 計 863738 的中 �� 50185（5番人気）
馬単票数 計 382135 的中 �� 12716（9番人気）
ワイド票数 計 763435 的中 �� 43036（5番人気）�� 29171（8番人気）�� 28707（9番人気）
3連複票数 計1649120 的中 ��� 37922（9番人気）
3連単票数 計1654397 的中 ��� 7538（44番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―34．5―45．6

上り4F44．7－3F33．8
勝馬の
紹 介

セイウンスイート �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．7．3 福島4着

2020．4．4生 牝2鹿 母 フィールドメジャー 母母 ギャラリートーク 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴェローチェ号・ペップセ号
（非抽選馬） 3頭 オフェーリア号・カッテミル号・カリンパニ号

22064 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時45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
1：59．5
1：56．1

良
良

611 シュトルーヴェ 牡3黒鹿56 M．デムーロ村木 克子氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B492－ 62：00．8 6．3�
713 ア オ カ ミ 牡3青 56 津村 明秀プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 466－ 42：01．65 37．6�
510 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 468± 02：01．81 2．4�
612 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 476＋142：02．01� 4．3�
36 マイネルカグラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B490－ 82：02．31� 127．5�
59 イントロバート 牝3黒鹿54 木幡 巧也	野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 〃 クビ 23．3

818 ヴァンシャンテ 牝3青鹿54 坂井 瑠星河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 422＋ 2 〃 ハナ 7．4�
48 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 丸田 恭介�タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 446＋ 42：02．4� 20．9�
47 キアナフリューゲル 牝3栗 54 内田 博幸鈴木 昌樹氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B472＋ 22：02．61 18．2
714 アーサーズウィーク 牡3鹿 56 武藤 雅 �シルクレーシング 新開 幸一 平取 坂東牧場 534＋142：02．7� 281．1�
23 ベルアヴニール 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B418－ 62：02．8クビ 104．3�
715 マイネルグローリエ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム B502－ 62：02．9� 26．1�

12 ジオパークタイド 牡3鹿 56 岩田 康誠小関 勝紀氏 奥村 武 新冠 協和牧場 B486＋ 8 〃 クビ 48．5�
817 エ ル イ エ ロ 牡3栗 56 田中 勝春小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 448－ 42：03．0クビ 174．3�
11 ジャドブッファン 牡3黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484－ 62：04．27 141．9�
24 グラッテンハーレ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 42：05．69 192．2�
816 フィアレスデザイア 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 522 ―2：07．5大差 21．3�
35 スイリュウオー 牝3芦 54 菅原 隆一�しょうじ 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 482＋ 42：09．9大差 656．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，349，200円 複勝： 73，179，800円 枠連： 18，600，800円
馬連： 71，795，300円 馬単： 32，437，900円 ワイド： 71，484，500円
3連複： 119，609，800円 3連単： 123，019，600円 計： 559，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 560円 � 130円 枠 連（6－7） 1，600円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 13，940円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 380円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 49，790円

票 数

単勝票数 計 493492 的中 � 62445（3番人気）
複勝票数 計 731798 的中 � 95495（3番人気）� 22161（10番人気）� 211168（1番人気）
枠連票数 計 186008 的中 （6－7） 8954（7番人気）
馬連票数 計 717953 的中 �� 6939（25番人気）
馬単票数 計 324379 的中 �� 1744（44番人気）
ワイド票数 計 714845 的中 �� 6597（29番人気）�� 53085（2番人気）�� 14456（12番人気）
3連複票数 計1196098 的中 ��� 14863（16番人気）
3連単票数 計1230196 的中 ��� 1791（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．8―49．0―1：01．1―1：13．1―1：25．3―1：37．6―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

・（4，7）10（3，6，18）13（5，8，14）9（2，12）－11，15＝（16，17）1・（7，10）4（6，13，18）（3，8，9，14）（12，11）－2－（5，15）17，1－16
勝馬の
紹 介

シュトルーヴェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．5 中京6着

2019．4．21生 牡3黒鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 3戦1勝 賞金 5，720，000円
〔発走状況〕 ヴァンシャンテ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 ヴァンシャンテ号の調教師武井亮は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。

アオカミ号の騎手津村明秀は，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：18番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィアレスデザイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地

競走に出走できない。
スイリュウオー号は，「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〕 マイネルグローリエ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エコロブレーヴ号・サットンプレイス号・タイセイエール号・フォーユーランラン号



22065 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時35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
1：33．3
1：32．3

良
良

78 クロスライセンス 牡2黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436 ―1：35．5 4．2�
67 ナイトブレーカー 牡2青鹿54 三浦 皇成 TNレーシング 武井 亮 浦河 笹島 政信 454 ―1：35．6� 8．1�
55 サクセスバラード 牡2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 440 ― 〃 アタマ 15．7�
33 グ ス タ ー ル 牡2鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：35．91� 49．6�
79 ツインクルトーズ 牝2栗 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 504 ― 〃 ハナ 18．0�
810� サ ブ エ ガ 牡2栗 54 津村 明秀青芝商事	 池江 泰寿 米 Aoshiba

Shouji Inc. 496 ―1：36．11� 3．1

11 ジュンブライト 牝2黒鹿54 戸崎 圭太河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 432 ―1：36．63 4．3�
66 ビッグベルーガ 牡2芦 54 石橋 脩谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．34 18．8�
22 タガノロビンソン 牡2栗 54 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 浦河 杵臼牧場 478 ―1：37．61� 11．7
811 コスモスプモーニ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 日高 荒井ファーム 454 ―1：39．08 145．8�
44 ニシノギドラー 牡2黒鹿 54

52 △小林 脩斗西山 茂行氏 相沢 郁 新ひだか 前田ファーム 414 ―1：39．63� 156．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，199，400円 複勝： 53，918，400円 枠連： 10，547，500円
馬連： 65，296，100円 馬単： 32，673，800円 ワイド： 50，944，700円
3連複： 89，516，900円 3連単： 117，224，900円 計： 474，321，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 200円 � 340円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 510円 �� 990円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 25，980円

票 数

単勝票数 計 541994 的中 � 107730（2番人気）
複勝票数 計 539184 的中 � 98375（2番人気）� 73819（4番人気）� 33704（7番人気）
枠連票数 計 105475 的中 （6－7） 10144（3番人気）
馬連票数 計 652961 的中 �� 34639（4番人気）
馬単票数 計 326738 的中 �� 9063（9番人気）
ワイド票数 計 509447 的中 �� 26982（4番人気）�� 13005（14番人気）�� 7955（20番人気）
3連複票数 計 895169 的中 ��� 11625（22番人気）
3連単票数 計1172249 的中 ��� 3271（105番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．8―12．1―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．7―48．5―1：00．6―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロスライセンス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キンシャサノキセキ 初出走

2020．3．5生 牡2黒鹿 母 トップライセンス 母母 キャリアコレクション 1戦1勝 賞金 7，000，000円

22066 8月28日 曇 稍重 （4新潟3） 第6日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

712� エ コ ロ ア イ 牝2鹿 54 戸崎 圭太原村 正紀氏 森 秀行 米 Doug Branham &
Felicia Branham 498 ―1：13．2 2．6�

23 フォーサイティド 牝2鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 496 ―1：13．51� 11．7�
815 ノースディーバ 牡2栗 54 坂井 瑠星本間 茂氏 �島 一歩 新冠 須崎牧場 510 ― 〃 クビ 4．1�
22 シルバーレイズ 牝2芦 54 木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 日高 藤本ファーム 454 ―1：13．6� 31．1�
59 コスモジョセフ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム 468 ―1：13．81	 9．5�
713 ジェイケイファイン 牡2栗 54 石川裕紀人小谷野次郎氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 468 ―1：14．22� 163．6	
611 バ サ ラ 牝2栗 54 田辺 裕信椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444 ― 〃 クビ 6．8

58 リッチハンター 牡2鹿 54 野中悠太郎橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 478 ―1：14．62� 35．4�
814 シゲルタイムフライ 牡2芦 54 丸田 恭介森中 蕃氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：15．02 130．2�
46 ミ ル レ ー ヴ 牝2鹿 54 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 438 ―1：15．11 63．5
47 フリースタイル 牝2黒鹿54 津村 明秀�ビリオンスター深山 雅史 新ひだか 泊 寿幸 484 ―1：15．2� 185．0�
610 カンタベリーガール 牝2栗 54 武士沢友治峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 444 ―1：15．52 70．6�
35 クエイヴァー 牝2栗 54 池添 謙一 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 448 ―1：15．92 10．3�
34 オズモポリタン 牝2青鹿54 内田 博幸琴浦 諒氏 本間 忍 新ひだか 松本牧場 492 ―1：16．11	 109．9�
11 シンリンゲンカイ 牝2鹿 54 菊沢 一樹酒井 孝敏氏 石栗 龍彦 日高 サンシャイン

牧場 444 ―1：17．810 59．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，915，400円 複勝： 50，646，000円 枠連： 14，781，900円
馬連： 66，486，900円 馬単： 33，079，400円 ワイド： 58，868，500円
3連複： 95，877，200円 3連単： 105，831，400円 計： 474，486，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 200円 � 150円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 610円 �� 310円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 489154 的中 � 154246（1番人気）
複勝票数 計 506460 的中 � 117269（1番人気）� 51622（5番人気）� 87452（2番人気）
枠連票数 計 147819 的中 （2－7） 15095（2番人気）
馬連票数 計 664869 的中 �� 36877（4番人気）
馬単票数 計 330794 的中 �� 14126（5番人気）
ワイド票数 計 588685 的中 �� 23581（5番人気）�� 53703（2番人気）�� 18979（10番人気）
3連複票数 計 958772 的中 ��� 37242（3番人気）
3連単票数 計1058314 的中 ��� 10272（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．4―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ コ ロ ア イ �
�
父 Shackleford �

�
母父 Dixie Union 初出走

2020．2．1生 牝2鹿 母 Key Is to Win 母母 Cabbage Key 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドンタッチミー号



22067 8月28日 晴 稍重 （4新潟3） 第6日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （芝・左・外）
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
1：44．1
1：43．8

良
良

22 サザンナイツ �4黒鹿57 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 436－ 21：46．8 18．5�
11 サ イ ル ー ン 牡3青鹿54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474－ 21：47．12 3．3�
89 ブルーゲート 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 438＋ 21：47．2	 9．0�
77 セラフィナイト 牡4鹿 57 野中悠太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B444± 01：47．41
 11．7�
66 グルーヴビート 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：47．93 66．0	
44 ライラスター 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 21：48．11� 2．6

88 � ポルトヴェッキオ 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 4．8�
55 トーセンクライマー 牡4芦 57

54 ▲角田 大河島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム B468＋ 41：48．3	 98．1

33 シャーマンズケイブ 牡3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：48．72
 11．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 56，248，100円 複勝： 69，540，600円 枠連： 11，445，900円
馬連： 73，698，600円 馬単： 40，275，600円 ワイド： 64，720，800円
3連複： 103，380，700円 3連単： 189，340，900円 計： 608，651，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 410円 � 150円 � 330円 枠 連（1－2） 2，730円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，460円 �� 590円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 57，220円

票 数

単勝票数 計 562481 的中 � 24272（7番人気）
複勝票数 計 695406 的中 � 36313（7番人気）� 155219（2番人気）� 48493（5番人気）
枠連票数 計 114459 的中 （1－2） 3248（12番人気）
馬連票数 計 736986 的中 �� 19804（12番人気）
馬単票数 計 402756 的中 �� 4978（25番人気）
ワイド票数 計 647208 的中 �� 18673（12番人気）�� 10935（20番人気）�� 29184（8番人気）
3連複票数 計1033807 的中 ��� 11613（26番人気）
3連単票数 計1893409 的中 ��� 2399（171番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．5―11．9―12．0―11．7―11．4―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―35．7―47．6―59．6―1：11．3―1：22．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンナイツ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Rip Van Winkle デビュー 2020．11．23 東京6着

2018．3．13生 �4黒鹿 母 トレサンセール 母母 トレラピッド 14戦2勝 賞金 17，611，000円
※グルーヴビート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22068 8月28日 晴 稍重 （4新潟3） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

22 モントブレッチア 牝3黒鹿52 戸崎 圭太藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 440－ 41：52．7 3．1�
33 スマイルオンミー 牝3黒鹿52 武藤 雅 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 522＋101：52．91� 2．5�
55 スズノテレサ 牝3黒鹿52 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 436－121：53．53� 2．7�
77 � テンナイトパール 牝6鹿 55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 496＋ 61：53．71 23．5�
88 � キタノポケット 牝5栗 55

53 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 400± 01：53．91� 25．5�
44 ルミナスナイト 牝5栗 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：54．64 107．9	
66 フローズンカクテル 牝4栗 55 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 462－ 41：55．23� 12．5

11 � キノトクイーン 牝4青鹿 55

52 ▲原 優介花野 友象氏 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 454＋142：01．9大差 141．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，238，800円 複勝： 46，155，700円 枠連： 発売なし
馬連： 58，841，900円 馬単： 35，603，000円 ワイド： 43，348，800円
3連複： 83，250，200円 3連単： 182，586，800円 計： 493，025，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 150円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 計 432388 的中 � 109113（3番人気）
複勝票数 計 461557 的中 � 93149（2番人気）� 199002（1番人気）� 68618（3番人気）
馬連票数 計 588419 的中 �� 135497（2番人気）
馬単票数 計 356030 的中 �� 34807（4番人気）
ワイド票数 計 433488 的中 �� 78575（1番人気）�� 56449（3番人気）�� 72784（2番人気）
3連複票数 計 832502 的中 ��� 258152（1番人気）
3連単票数 計1825868 的中 ��� 89875（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―13．2―12．7―12．6―12．9―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．6―49．8―1：02．5―1：15．1―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
6（3，5）2－7，4，8－1
6，3（2，5）（7，8）－4＝1

2
4
6，3（2，5）（7，8）4－1・（6，3，5）2（7，8）4＝1

勝馬の
紹 介

モントブレッチア �

父 キ ズ ナ �


母父 アグネスタキオン デビュー 2021．9．18 中山6着

2019．4．27生 牝3黒鹿 母 ミーシャレヴュー 母母 ネームヴァリュー 9戦2勝 賞金 17，070，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キノトクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地競走

に出走できない。



22069 8月28日 晴 良 （4新潟3） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

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

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：31．5
1：30．3

良
良

811 ルージュラテール 牝3栗 52 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：35．9 2．3�
11 アトリビュート 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：36．0� 14．0�
810 ロードカテドラル 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 496± 0 〃 アタマ 5．0�
55 カワキタレブリー 牡3黒鹿54 菅原 明良川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 440＋20 〃 ハナ 3．7�
78 ロールアップ 牝3鹿 52 三浦 皇成石川 達絵氏 中内田充正 浦河 酒井牧場 454＋ 81：36．21	 5．5	
79 チアチアクラシカ 牝5鹿 55 吉田 豊藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 516＋ 6 〃 クビ 15．2

66 ショーヒデキラ 牡6鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488± 01：36．3
 50．9�
67 ラキャラントシス 牝5栗 55 藤田菜七子�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 482－ 21：36．61
 147．9�
22 セ イ レ ー ン 牝4栗 55 丸田 恭介浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 414＋ 41：36．81	 173．6
44 � ブルーエクセレンス 牡6青鹿57 石川裕紀人ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：37．65 339．5�
33 � マイジュネス 牡3栗 54 笹川 翼安川 幸彦氏 山田 信大 浦河 モトスファーム 454＋ 6 〃 クビ 169．2�

（船橋） （大井）

（11頭）

売 得 金
単勝： 70，290，400円 複勝： 83，790，000円 枠連： 20，036，500円
馬連： 113，794，900円 馬単： 60，424，100円 ワイド： 82，440，800円
3連複： 158，033，600円 3連単： 242，619，500円 計： 831，429，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 230円 � 150円 枠 連（1－8） 1，080円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 500円 �� 260円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 702904 的中 � 239767（1番人気）
複勝票数 計 837900 的中 � 265242（1番人気）� 66341（6番人気）� 130218（3番人気）
枠連票数 計 200365 的中 （1－8） 14350（5番人気）
馬連票数 計1137949 的中 �� 59121（8番人気）
馬単票数 計 604241 的中 �� 21370（10番人気）
ワイド票数 計 824408 的中 �� 40378（8番人気）�� 90391（2番人気）�� 22441（13番人気）
3連複票数 計1580336 的中 ��� 61027（9番人気）
3連単票数 計2426195 的中 ��� 22600（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．1―50．1―1：02．7―1：13．8―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュラテール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2021．6．20 阪神2着

2019．4．14生 牝3栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 7戦3勝 賞金 40，855，000円
※セイレーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

22070 8月28日 晴 良 （4新潟3） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 ルプリュフォール 	6鹿 56 石橋 脩名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋101：21．0 23．4�

818 ララクリスティーヌ 牝4青鹿54 菅原 明良フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 450＋10 〃 アタマ 20．2�
（法942）

612 タイセイディバイン 牡3鹿 53 三浦 皇成田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 516＋ 2 〃 ハナ 4．2�
47 テンハッピーローズ 牝4栗 54 津村 明秀天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 450＋101：21．21 11．7�
24 ルッジェーロ 	7黒鹿56 岩田 康誠村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B516＋ 8 〃 アタマ 34．0�
35 グレイイングリーン 牡4芦 56 浜中 俊青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 500＋ 81：21．3
 5．8	
12 アンコールプリュ 牝7黒鹿54 菊沢 一樹金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 アタマ 139．3

714� ショックアクション 牡4鹿 56 武藤 雅ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 502＋ 41：21．4クビ 68．0�
11 � リ フ レ イ ム 牝4芦 55 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind

Equine LLC 504± 0 〃 ハナ 4．6�
510 エントシャイデン 牡7芦 59 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 2 〃 クビ 26．6
816 ルークズネスト 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 ハナ 13．1�
817 ミッキーブリランテ 牡6鹿 58 内田 博幸野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：21．61 101．8�
715 シャインガーネット 牝5栗 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 5．5�
48 ハッピーアワー 牡6鹿 57 丸田 恭介髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 21：21．7クビ 218．8�
713 サンクテュエール 牝5鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 田中 博康 安平 ノーザンファーム B478± 0 〃 クビ 85．7�
36 ト キ メ キ 牝5栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 516± 01：21．8
 40．5�
59 アビッグチア 牝4黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 506－ 6 〃 ハナ 19．9�
611 ヴェスターヴァルト 	5鹿 56 角田 大河 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：22．22
 217．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 96，410，200円 複勝： 132，399，100円 枠連： 36，332，000円
馬連： 201，124，700円 馬単： 70，203，100円 ワイド： 160，152，600円
3連複： 337，945，500円 3連単： 320，839，500円 計： 1，355，406，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 490円 � 570円 � 200円 枠 連（2－8） 3，150円

馬 連 �� 19，490円 馬 単 �� 43，010円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 1，790円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 33，800円 3 連 単 ��� 324，870円

票 数

単勝票数 計 964102 的中 � 32957（9番人気）
複勝票数 計1323991 的中 � 64038（7番人気）� 53613（8番人気）� 207733（2番人気）
枠連票数 計 363320 的中 （2－8） 8932（14番人気）
馬連票数 計2011247 的中 �� 7995（52番人気）
馬単票数 計 702031 的中 �� 1224（114番人気）
ワイド票数 計1601526 的中 �� 8396（50番人気）�� 23250（17番人気）�� 23329（16番人気）
3連複票数 計3379455 的中 ��� 7498（105番人気）
3連単票数 計3208395 的中 ��� 716（909番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．3―45．8―57．5―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルプリュフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．3．7生 	6鹿 母 マイノチカラ 母母 シャンクシー 18戦5勝 賞金 100，290，000円
〔制裁〕 タイセイディバイン号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エングレーバー号・コムストックロード号・ダディーズビビッド号・ディープモンスター号・ワーケア号

２レース目



22071 8月28日 晴 良 （4新潟3） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第42回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．3
1：32．3

良
良

67 キタウイング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�ミルファーム 小島 茂之 浦河 ミルファーム 436± 01：35．9 8．1�
79 ウインオーディン 牡2黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 41：36．0� 4．9�
78 シーウィザード 牡2鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 458＋ 2 〃 アタマ 4．0�
55 バ グ ラ ダ ス 牡2鹿 54 菅原 明良�村田牧場 嘉藤 貴行 新冠 村田牧場 468± 01：36．21� 68．2�
810 アイスグリーン 牡2青鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 41：36．41� 3．9	
33 グ ラ ニ ッ ト 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 448＋ 4 〃 ハナ 13．2

22 ロードディフィート 牡2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 藤本ファーム 428＋ 41：36．5クビ 8．6�
811 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 424＋ 41：36．71� 110．9�
66 タマモブラックタイ 牡2鹿 54 角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 514－ 2 〃 ハナ 15．0
44 	 ス タ ン レ ー 牡2鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 51：36．91� 27．8�
11 チ カ ポ コ 牝2鹿 54 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 安平 追分ファーム 418± 01：37．0� 22．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 304，269，400円 複勝： 263，288，100円 枠連： 78，166，800円 馬連： 563，486，600円 馬単： 217，709，700円
ワイド： 351，302，400円 3連複： 838，100，700円 3連単： 1，219，479，700円 5重勝： 587，598，200円 計： 4，423，401，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 160円 � 150円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 430円 �� 710円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 13，290円

5 重 勝
対象競走：札幌10R／新潟10R／小倉11R／札幌11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 2，310，770円

票 数

単勝票数 計3042694 的中 � 315990（4番人気）
複勝票数 計2632881 的中 � 292574（4番人気）� 426693（3番人気）� 498271（2番人気）
枠連票数 計 781668 的中 （6－7） 106348（2番人気）
馬連票数 計5634866 的中 �� 336705（4番人気）
馬単票数 計2177097 的中 �� 54649（11番人気）
ワイド票数 計3513024 的中 �� 214189（4番人気）�� 120123（10番人気）�� 229400（3番人気）
3連複票数 計8381007 的中 ��� 284556（5番人気）
3連単票数 計12194797 的中 ��� 66497（36番人気）
5重勝票数 差引計5875982（返還計260288） 的中 ����� 178

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．6―49．7―1：02．2―1：13．6―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．7
3 5（6，10）3，8（2，9）11，1（7，4） 4 ・（5，6）（3，10）（2，8）9（7，11，4）1

勝馬の
紹 介

キタウイング �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アイルハヴアナザー デビュー 2022．7．2 福島4着

2020．5．14生 牝2黒鹿 母 キタノリツメイ 母母 リーベストラウム 3戦2勝 賞金 37，685，000円
〔発走状況〕 スタンレー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 スタンレー号は，発走調教再審査。

22072 8月28日 晴 稍重 （4新潟3） 第6日 第12競走 ��1，200�3歳以上1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 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
1：09．1
1：08．5

重
重

611 ヤマトコウセイ 牝3鹿 52
50 △小林 脩斗鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 460± 01：11．2 2．7�

712 マイネルシトラス 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 516＋ 61：11．83� 4．7�

59 フ レ ー ゲ ル 牡4鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 486＋ 21：11．9� 10．0�
713 ダイチラファール 牡3黒鹿 54

51 ▲原 優介服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 B440± 01：12．0� 37．5�
35 アポログランツ 牡4栗 57

54 ▲角田 大河アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 506＋171：12．21� 80．4�
11 イ カ ロ ス 牡3鹿 54 武藤 雅	須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B492＋101：12．3� 39．5

47 ジュラメント 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 444－ 81：12．72� 97．9�
46 ミンナノユメミノル 牡3栗 54 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 494＋ 21：12．8� 4．4�
610	 タイキザモーメント 牡5鹿 57 坂井 瑠星大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514＋ 61：13．0� 94．1�
814 ストレートリターン 牡3黒鹿54 石川裕紀人 社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 488－ 21：13．21� 21．2�
34 シルバーキングダム 牡3黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 西田雄一郎 浦河 鎌田 正嗣 486－ 41：13．3クビ 16．6�
23 デルマジゾウ 牡4芦 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 476－ 4 〃 クビ 88．2�
22 
 ジッピーレーサー �5鹿 57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470－ 21：13．4� 8．1�
815 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿52 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B480＋ 81：13．93 68．8�
58 リ ュ タ ン 牡3鹿 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 496± 01：14．75 134．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 138，948，500円 複勝： 153，113，300円 枠連： 44，461，700円
馬連： 247，426，800円 馬単： 100，394，300円 ワイド： 202，273，400円
3連複： 377，988，300円 3連単： 466，310，000円 計： 1，730，916，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 230円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 290円 �� 620円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計1389485 的中 � 406534（1番人気）
複勝票数 計1531133 的中 � 366789（1番人気）� 253513（3番人気）� 133772（5番人気）
枠連票数 計 444617 的中 （6－7） 54942（1番人気）
馬連票数 計2474268 的中 �� 307601（1番人気）
馬単票数 計1003943 的中 �� 70831（1番人気）
ワイド票数 計2022734 的中 �� 196065（1番人気）�� 78821（8番人気）�� 80587（7番人気）
3連複票数 計3779883 的中 ��� 131515（5番人気）
3連単票数 計4663100 的中 ��� 54701（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマトコウセイ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．2．17生 牝3鹿 母 メルティーキス 母母 ワルツダンサー 8戦2勝 賞金 17，448，000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 タマダイヤモンド号・ドリームウィーバー号

５レース目



（4新潟3）第6日 8月28日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 156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

250，510，000円
29，000，000円
1，470，000円
31，180，000円
68，519，000円
4，949，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
976，837，700円
1，060，670，600円
276，438，300円
1，651，366，200円
712，287，800円
1，246，684，000円
2，527，467，200円
3，344，201，900円
587，598，200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 12，383，551，900円

総入場人員 8，606名 （有料入場人員 7，919名）
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