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21073 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

34 � ペガサスジュニア 牡2栗 54 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-
take Iida 488－ 41：12．4 1．8�

46 ラシアンカウボーイ 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 476－ 41：12．5� 12．6�
11 ア ン ク ト 牝2黒鹿54 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム 448－ 81：12．81	 8．2�
713 ダイチトゥルース 牡2黒鹿54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 430－ 41：13．11	 115．0�
611 バイタルワンダー 
2青鹿 54

53 ☆嶋田 純次伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 450－141：13．41	 262．8	
23 ダイチヴュルデ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 41：13．61� 14．0

610� ナカヤマボルト 牡2黒鹿54 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 米 Darley & Tap-

estry Stud LLC 504＋ 81：13．7	 17．5�
47 サ ノ イ チ 牡2鹿 54 戸崎 圭太ビジョンサラブレッドクラブ 菊川 正達 日高 豊洋牧場 458＋ 4 〃 クビ 19．4�
814 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 472－ 21：13．8� 12．7
59 ウィークエンド 牝2黒鹿54 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 486＋ 41：14．86 39．3�
815 パイストロピカル 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 432＋ 4 〃 アタマ 163．5�
22 エスティレイズ 牝2黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 430＋ 41：14．9� 6．4�
35 スプリグロウス 牝2青鹿54 福永 祐一鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 岡崎牧場 430－ 8 〃 クビ 128．8�
58 マイネルセレーノ 牡2芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B452＋ 41：15．32� 68．8�
712 ウインブレット 牡2芦 54 大野 拓弥�ウイン 田中 剛 新ひだか 松本牧場 476－ 21：16．04 262．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，743，800円 複勝： 51，729，600円 枠連： 13，852，000円
馬連： 45，701，800円 馬単： 34，723，100円 ワイド： 23，565，000円
3連複： 63，037，900円 3連単： 111，681，900円 計： 366，035，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 250円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 310円 �� 340円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 217438 的中 � 99519（1番人気）
複勝票数 計 517296 的中 � 274717（1番人気）� 33533（3番人気）� 30259（4番人気）
枠連票数 計 138520 的中 （3－4） 19081（2番人気）
馬連票数 計 457018 的中 �� 40539（2番人気）
馬単票数 計 347231 的中 �� 21343（4番人気）
ワイド票数 計 235650 的中 �� 20619（2番人気）�� 18464（3番人気）�� 3215（16番人気）
3連複票数 計 630379 的中 ��� 18121（8番人気）
3連単票数 計1116819 的中 ��� 10042（12番人気）

ハロンタイム 11．7―11．1―11．5―12．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．8―34．3―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペガサスジュニア �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．7．6 福島3着

2011．3．20生 牡2栗 母 Cathy’s Love 母母 Cathy’s Cool 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※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 アルスターサイクル号・カンタベリーワルツ号・クインズセブン号・シゲルナガト号

21074 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

11 フィールフリーリー 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 41：48．6 5．7�
12 レッドベルフィーユ 牝3栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 410＋ 21：48．7� 2．9�
715 ペッパーベリー 牝3鹿 54 田辺 裕信原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450－ 21：48．8� 64．7�
35 ワナビーザベスト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 クビ 4．0�
818 ロ ジ ヒ ッ ト 牝3鹿 54 田中 勝春久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 井高牧場 448＋ 61：48．9クビ 28．6�
817 コスモケリア 牝3栗 54 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 472＋ 41：49．0� 45．2

36 シンセラメンテ 牝3黒鹿54 福永 祐一 	サンデーレーシング 中川 公成 平取 坂東牧場 514＋ 4 〃 クビ 11．2�
713 ワ サ ビ 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 464＋ 81：49．21 29．3�
48 ダイワモンド 牝3鹿 54 宮崎 北斗大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－ 21：49．41� 109．4
59 サルサビーン 牝3鹿 54 江田 照男岡田 隆寛氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 B444－ 4 〃 クビ 58．7�
714 サクラメガフレア 牝3栗 54 吉田 豊�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 476＋101：49．61� 7．8�
47 フレッシュドール 牝3鹿 54 平野 優	下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 6 〃 ハナ 29．6�
612 オランジュドール 牝3栗 54 武士沢友治 �グリーンファーム戸田 博文 千歳 社台ファーム 422＋ 4 〃 クビ 212．5�
611 グッドフューチャー 牝3青鹿54 木幡 初広松尾 正氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 444－141：49．92 53．2�
510 ハーツコンセンサス 牝3青鹿54 蛯名 正義 	サンデーレーシング 尾形 和幸 新冠 追分ファーム 454－ 81：50．0� 16．1�
816 マインユアーズ 牝3栗 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 444＋ 41：50．1クビ 630．3�
23 オ ー レ リ ー 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂	ターフ・スポート新開 幸一 浦河 大北牧場 428＋ 21：50．31� 468．8�
24 アンキャニー 牝3栗 54

52 △杉原 誠人	大樹ファーム 黒岩 陽一 新冠 パカパカ
ファーム 460 ―1：53．4大差 92．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，594，800円 複勝： 39，417，700円 枠連： 17，944，600円
馬連： 45，409，900円 馬単： 29，785，200円 ワイド： 23，643，600円
3連複： 61，232，900円 3連単： 96，559，300円 計： 335，588，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 140円 � 2，300円 枠 連（1－1） 730円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 300円 �� 8，970円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 23，540円 3 連 単 ��� 114，940円

票 数

単勝票数 計 215948 的中 � 30165（3番人気）
複勝票数 計 394177 的中 � 62111（3番人気）� 97963（1番人気）� 2861（14番人気）
枠連票数 計 179446 的中 （1－1） 18202（3番人気）
馬連票数 計 454099 的中 �� 50281（1番人気）
馬単票数 計 297852 的中 �� 13981（3番人気）
ワイド票数 計 236436 的中 �� 23798（1番人気）�� 584（69番人気）�� 1028（48番人気）
3連複票数 計 612329 的中 ��� 1920（70番人気）
3連単票数 計 965593 的中 ��� 620（318番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．8―13．2―12．6―11．7―10．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．3―48．1―1：01．3―1：13．9―1：25．6―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールフリーリー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Bering デビュー 2013．3．10 中山6着

2010．2．6生 牝3栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔その他〕 アンキャニー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 マイネジュリエッタ号

第２回 新潟競馬 第７日



21075 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436－ 41：54．3 2．3�
35 エターナルヒーロー �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 462－ 61：54．93� 12．3�
47 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 464－ 4 〃 ハナ 3．8�
611 ジオメトリー 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 482－ 61：55．0� 3．2�
11 バレルウェーブ 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 ファニーフレンズファーム 492－ 41：55．63� 35．3�
23 レッドタイフーン 牡3鹿 56 宮崎 北斗神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482－121：55．81� 72．6	
46 コスモデスタン 牡3鹿 56 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 472－10 〃 アタマ 25．1�
814 ア マ カ ケ ル 牡3鹿 56 大庭 和弥小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 480＋ 21：56．11� 193．1�
610 ヒロスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 440－ 4 〃 アタマ 67．7
59 レディーモモ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 494＋ 41：56．2� 63．6�
22 ドラゴンナイト 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 520＋ 21：56．3クビ 104．6�
712 デュエリストシチー 牡3黒鹿 56

55 ☆嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 出羽牧場 424－ 41：56．51 109．2�
713 マジックアイランド 牝3鹿 54 西田雄一郎有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：57．35 60．6�
34 イデアリスタ �3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠西森 道男氏 菊川 正達 平取 原田 新治 462－101：58．25 267．7�
815 ハッピーハレルヤ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460－121：58．3クビ 263．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，939，400円 複勝： 34，458，000円 枠連： 12，915，200円
馬連： 41，551，200円 馬単： 33，226，600円 ワイド： 20，455，400円
3連複： 60，155，700円 3連単： 119，500，200円 計： 342，201，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 390円 �� 190円 �� 450円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 199394 的中 � 69979（1番人気）
複勝票数 計 344580 的中 � 118918（1番人気）� 26693（4番人気）� 71409（2番人気）
枠連票数 計 129152 的中 （3－5） 8867（4番人気）
馬連票数 計 415512 的中 �� 27254（4番人気）
馬単票数 計 332266 的中 �� 14035（7番人気）
ワイド票数 計 204554 的中 �� 11910（4番人気）�� 32152（2番人気）�� 10007（5番人気）
3連複票数 計 601557 的中 ��� 46330（2番人気）
3連単票数 計1195002 的中 ��� 17873（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．2―13．8―13．4―12．2―12．5―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．1―50．9―1：04．3―1：16．5―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
14，6，9，3，11（4，7，13，8）－（12，10）15－（2，5）1・（14，6）（11，8）3（9，7）13（10，5，15）（12，1）－（4，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ マ モ リ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．9 中京8着

2010．5．16生 牡3黒鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー 9戦1勝 賞金 6，900，000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） 3頭 スプリングカフェ号・テンジンキヨモリ号・ネフライト号
（非抽選馬） 2頭 スキルアップ号・フクノシリウス号

21076 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第4競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （芝・直線）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

36 � アスペンサミット 牝3鹿 52 江田 照男吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,
Mrs JA Hudson B476＋ 6 55．6 32．2�

48 アイノタマテバコ 牝3黒鹿54 大庭 和弥國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 422－12 55．81� 38．3�
816 サクラカレン 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 432－ 4 56．01� 5．5�
11 バーチャルツアー 牡3栗 56 木幡 初広 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 492－ 6 〃 クビ 3．2�
23 � シ ア ー ジ ュ 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 430－10 56．31	 30．4	
714 モ シ モ シ 牝3黒鹿54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 410± 0 56．51 9．6

715 イノチノカギリ 牡3鹿 56 伊藤 工真杉浦 �氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド 490－ 6 〃 アタマ 143．6�
612 エイコオムーン 牝3鹿 54 松岡 正海木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B414＋ 4 〃 クビ 21．9
611 アイティコスモス 牝3黒鹿54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 410－22 56．6クビ 7．2�
713 マネタイザー 牡3栗 56

54 △杉原 誠人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 日優牧場 448－ 8 56．7
 118．1�
12 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 460－ 9 56．91� 12．6�
59 ミキノロココ 牝3鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 久米 和夫 454＋10 57．0
 209．4�
24 ピュアブロッサム 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁長谷川清英氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 104．4�
47 ウエスタンイーグル 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠 �ウエスタンファーム 小野 次郎 新ひだか 中村 和夫 442＋ 2 57．21
 185．9�
510 チョコレートリリー 牝3青鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－18 57．51	 39．1�
817 ブラザーウインド 牡3栗 56 武士沢友治 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B486＋10 57．6	 4．2�
35 メローアップル 牝3鹿 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 438＋ 8 57．81
 399．7�

（17頭）
818 ローレルマヌエル 牡3芦 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新ひだか 山本 昇寿 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，824，900円 複勝： 35，006，600円 枠連： 20，898，100円
馬連： 49，503，700円 馬単： 32，318，700円 ワイド： 24，100，500円
3連複： 67，345，700円 3連単： 107，981，700円 計： 359，979，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 760円 � 880円 � 260円 枠 連（3－4） 25，840円

馬 連 �� 49，040円 馬 単 �� 127，550円

ワ イ ド �� 12，110円 �� 2，290円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 115，860円 3 連 単 ��� 875，720円

票 数

単勝票数 差引計 228249（返還計 107） 的中 � 5596（9番人気）
複勝票数 差引計 350066（返還計 138） 的中 � 11292（8番人気）� 9550（10番人気）� 41865（3番人気）
枠連票数 計 208981 的中 （3－4） 597（32番人気）
馬連票数 差引計 495037（返還計 527） 的中 �� 745（72番人気）
馬単票数 差引計 323187（返還計 302） 的中 �� 187（151番人気）
ワイド票数 差引計 241005（返還計 325） 的中 �� 482（72番人気）�� 2624（27番人気）�� 2095（34番人気）
3連複票数 差引計 673457（返還計 2080） 的中 ��� 429（195番人気）
3連単票数 差引計1079817（返還計 3580） 的中 ��� 91（1264番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．2―43．8

上り4F43．7－3F33．4
勝馬の
紹 介

�アスペンサミット �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Hennessy デビュー 2013．6．29 福島15着

2010．8．14生 牝3鹿 母 Aspen Falls 母母 River Crossing 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔出走取消〕 ローレルマヌエル号は，疾病〔感冒〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サンマルアクトレス号・ジャングルハット号・プラリネ号・ブリス号



21077 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・左）

新馬；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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

45 スナークマスカラス 牡2栗 54 田辺 裕信杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 458 ―1：23．9 4．4�
813 プティットコピーヌ 牝2鹿 54 横山 典弘�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：24．53� 16．3�
711 ラヴクレージー 牝2青鹿54 石橋 脩橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 462 ― 〃 アタマ 11．4�
56 クラウンイヴ 牝2青 54 戸崎 圭太�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 430 ― 〃 クビ 16．0�
22 オーマイレディ 牝2栗 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454 ―1：24．71� 28．2�
69 ヤギリヒマワリ 牝2鹿 54 宮崎 北斗内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 432 ―1：24．8� 77．5	
710 エスティステラ 牝2黒鹿54 江田 照男島川 
哉氏 菊川 正達 日高 有限会社 エ

スティファーム 464 ―1：24．9クビ 40．2�
11 アートプリズム 牝2鹿 54 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：25．11� 33．0�
33 クラシックマーク 牝2栗 54 吉田 豊小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 440 ―1：25．31� 8．8
57 キュリオスティー 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：25．51� 1．8�
68 ヴィーグジャンプ 牡2栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 432 ―1：25．71� 227．7�
44 ド ー タ ン 牡2黒鹿54 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 454 ―1：27．08 40．0�

（ドウタン）

812 アポロセレーノ 牡2栗 54 西村 太一アポロサラブレッドクラブ 高柳 瑞樹 日高 広中 稔 482 ―1：27．32 42．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，322，600円 複勝： 31，817，000円 枠連： 13，546，800円
馬連： 42，702，500円 馬単： 35，525，200円 ワイド： 20，921，500円
3連複： 51，512，000円 3連単： 107，313，600円 計： 327，661，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 370円 � 300円 枠 連（4－8） 2，320円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 690円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 42，490円

票 数

単勝票数 計 243226 的中 � 43895（2番人気）
複勝票数 計 318170 的中 � 56677（2番人気）� 19845（5番人気）� 26648（4番人気）
枠連票数 計 135468 的中 （4－8） 4312（10番人気）
馬連票数 計 427025 的中 �� 10145（11番人気）
馬単票数 計 355252 的中 �� 4615（20番人気）
ワイド票数 計 209215 的中 �� 4401（11番人気）�� 7858（7番人気）�� 3261（17番人気）
3連複票数 計 515120 的中 ��� 5113（25番人気）
3連単票数 計1073136 的中 ��� 1864（127番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．8―12．3―12．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．4―35．3―48．1―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．8
3 ・（1，5）（10，6）（11，3）（9，12）8，13，2－7－4 4 ・（1，5）6（10，11）3（9，8，12）－（2，13）－7－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナークマスカラス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2011．4．9生 牡2栗 母 サザンヒルズ 母母 リヴァーカフェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21078 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・左）

新馬；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
1：07．8

良
良

68 ネ ロ 牡2栗 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 464 ―1：13．4 1．4�
33 ラヴァーサクラ 牝2鹿 54 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 500 ―1：13．61� 6．4�
710 キョウワジュネス 牝2鹿 54 福永 祐一�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 454 ―1：13．81� 13．2�
55 ヴァンデミエール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：13．9� 21．9�
67 メイソヴリン 牝2芦 54 松岡 正海千明牧場 松山 康久 新ひだか 千代田牧場 410 ―1：14．0� 6．2�
812 パンチショット 牝2鹿 54 田辺 裕信 	ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム 462 ―1：14．21� 22．5

44 ビバサクラサクラ 牡2鹿 54 小島 太一池住 安信氏 小島 太 新ひだか キヨタケ牧場 420 ―1：14．73 68．0�
11 フィアスゴッド 牡2栗 54 武士沢友治手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 村下農場 444 ― 〃 クビ 209．7�
811 クリノパンテオン 牡2鹿 54

52 △杉原 誠人栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 442 ―1：14．8� 329．7
22 シグラップレディ 牝2青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁杉浦 和也氏 松永 康利 日高 村下 秀明 438 ― 〃 クビ 77．9�
79 ハ ナ マ ナ 牝2栗 54 伊藤 工真	錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 426 ―1：15．54 96．4�
56 カガグレイハート 牡2芦 54 北村 宏司香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 422 ―1：15．6� 91．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，477，500円 複勝： 64，796，500円 枠連： 13，073，200円
馬連： 39，170，100円 馬単： 38，257，500円 ワイド： 19，092，200円
3連複： 46，714，800円 3連単： 118，170，700円 計： 365，752，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 250円 �� 290円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 264775 的中 � 151698（1番人気）
複勝票数 計 647965 的中 � 447634（1番人気）� 49152（3番人気）� 31343（4番人気）
枠連票数 計 130732 的中 （3－6） 21781（2番人気）
馬連票数 計 391701 的中 �� 53534（2番人気）
馬単票数 計 382575 的中 �� 41880（2番人気）
ワイド票数 計 190922 的中 �� 21458（2番人気）�� 17202（3番人気）�� 7265（7番人気）
3連複票数 計 467148 的中 ��� 31958（3番人気）
3連単票数 計1181707 的中 ��� 32667（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―13．1―11．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．5―37．1―50．2―1：02．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．27生 牡2栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 1戦1勝 賞金 7，000，000円



21079 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 ミストフェリーズ 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－141：54．9 18．4�

34 ウインフェロー 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 B474＋ 21：55．21� 8．0�
611 キネオハレー 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B484－ 81：55．3� 3．5�
47 � ドラゴンロックス 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 508－ 41：55．72	 3．6�
712 ブラックジャック 牡3青鹿56 的場 勇人北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 464－ 41：55．8	 29．5	
22 ヤマニンデリシュー 牡3栗 56

53 ▲花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 伉助 524＋ 4 〃 ハナ 156．5

35 クリノグランデ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 474－101：55．9� 96．1�
814 ローランズソング 牡3栗 56

55 ☆嶋田 純次有限会社シルク栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：56．11 17．4�
58 � マイネルバリスター 牡3栗 56

54 △杉原 誠人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 米 Stonewood

Thoroughbreds 486－ 71：56．2	 73．0
815 バトルスプレンダー 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 見上牧場 466± 01：57．26 429．6�
610 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 482－ 21：57．3クビ 14．0�
23 ヘイブンズギフト 牝3栗 54 西田雄一郎 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450± 01：57．62 198．8�
46 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 �千葉パブリックゴ

ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448－101：58．02	 10．0�
59 � モアザンジョイ 牡3黒鹿54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Strawberry

Hill Stud B528－ 81：59．49 5．6�
713 キープスマイリング 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�日進牧場 金成 貴史 様似 スイートフアーム 470± 01：59．61 32．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，642，300円 複勝： 34，353，000円 枠連： 17，412，100円
馬連： 55，701，300円 馬単： 35，086，900円 ワイド： 26，269，400円
3連複： 67，943，300円 3連単： 109，588，700円 計： 367，997，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 380円 � 210円 � 160円 枠 連（1－3） 5，750円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 13，330円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，010円 �� 510円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 72，020円

票 数

単勝票数 計 216423 的中 � 9292（8番人気）
複勝票数 計 343530 的中 � 19103（6番人気）� 43419（3番人気）� 72512（2番人気）
枠連票数 計 174121 的中 （1－3） 2238（20番人気）
馬連票数 計 557013 的中 �� 7489（23番人気）
馬単票数 計 350869 的中 �� 1943（48番人気）
ワイド票数 計 262694 的中 �� 4969（16番人気）�� 6264（14番人気）�� 13632（4番人気）
3連複票数 計 679433 的中 ��� 7315（25番人気）
3連単票数 計1095887 的中 ��� 1123（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．3―49．6―1：02．1―1：14．8―1：27．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミストフェリーズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．11 福島2着

2010．4．23生 牡3栗 母 キトゥントリックス 母母 Tricky Game 8戦1勝 賞金 8，150，000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） 1頭 アキノハート号
（非抽選馬） 1頭 プリーズドンテル号

21080 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第8競走 ��3，250�第15回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード3：28．7良

711� アサティスボーイ 牡9鹿 60 石神 深一廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー
ファーム 450－ 23：31．3 6．7�

34 ハードダダンダン 牡6黒鹿60 森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 464－ 43：31．51� 3．0�
610� ボンジュールヒカリ 牡6栗 60 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 504－ 63：31．92� 53．6�
45 コウユータイセイ 牡5栗 60 平沢 健治加治屋貞光氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 488－ 43：32．64 8．1�
11 スナークスペイン 牡6青鹿60 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 472＋ 2 〃 ハナ 3．6�
69 � ハッピーティア 牝5鹿 58 鈴木 慶太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 478－ 83：32．7	 193．5�
46 ルールプロスパー 牡8青鹿60 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 480－ 63：32．91� 7．8	
22 カシマシンセイ 牡4鹿 60 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 506－ 23：33．32� 29．1

58 シンワカントリー 牡5黒鹿60 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 506＋ 2 〃 ハナ 36．1�
814 ピカピカテッタ 牡6鹿 60 金子 光希西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 名古屋 一征 480＋ 23：33．62 73．8�
33 フリーダムシチー 牡4栗 60 草野 太郎 友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 442－143：34．02� 86．9�
712 セ イ エ イ 牡5栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 536＋ 63：34．74 17．9�
813 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 上野 翔ボストンホース 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 454－ 23：34．91 138．8�
57 アサクサマリンバ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472－ 63：35．85 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，067，100円 複勝： 45，652，100円 枠連： 23，673，900円
馬連： 72，072，600円 馬単： 46，429，200円 ワイド： 31，567，300円
3連複： 103，522，200円 3連単： 179，805，000円 計： 531，789，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 150円 � 990円 枠 連（3－7） 880円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，430円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 76，350円

票 数

単勝票数 計 290671 的中 � 34261（3番人気）
複勝票数 計 456521 的中 � 52252（3番人気）� 105058（1番人気）� 8648（10番人気）
枠連票数 計 236739 的中 （3－7） 19977（4番人気）
馬連票数 計 720726 的中 �� 52096（2番人気）
馬単票数 計 464292 的中 �� 14530（6番人気）
ワイド票数 計 315673 的中 �� 20932（2番人気）�� 2121（38番人気）�� 3399（26番人気）
3連複票数 計1035222 的中 ��� 5075（47番人気）
3連単票数 計1798050 的中 ��� 1738（229番人気）
上り 1マイル 1：42．9 4F 50．1－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」
1
�
10，1（6，12，4，7，5）14（9，11，2）8，3，13
10，1（4，11）2（6，8）（7，9）（5，3）14，12＝13

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

勝馬の
紹 介

�アサティスボーイ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 オペラハウス

2004．3．8生 牡9鹿 母 ホクトリベルテ 母母 スキーストーム 障害：5戦3勝 賞金 52，611，000円
地方デビュー 2006．4．26 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイティゴールド号



21081 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第9競走 ��1，800�
り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

88 ミッキーナチュラル 牡4栗 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506＋ 41：52．1 7．6�
11 ドラゴンピース 牡4鹿 57 杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496－ 6 〃 アタマ 5．3�
44 モルダバイト 牡3芦 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B528± 01：52．31� 2．2�
22 インディーグラブ 牡5鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 432－ 61：53．04 2．7�
33 ル ー 牡3鹿 54 戸崎 圭太武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 458－ 41：53．21� 59．8�
55 デュアルサクセス 牡6黒鹿57 嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 47．3	
66 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B502＋121：54．9大差 15．6

77 � スプレッドイーグル 牡4鹿 57 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 486＋ 81：57．0大差 141．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，223，500円 複勝： 48，641，100円 枠連： 発売なし
馬連： 71，577，600円 馬単： 52，054，700円 ワイド： 25，144，300円
3連複： 70，231，300円 3連単： 224，380，100円 計： 525，252，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 440円 �� 290円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 332235 的中 � 34538（4番人気）
複勝票数 計 486411 的中 � 50107（4番人気）� 75450（3番人気）� 181091（1番人気）
馬連票数 計 715776 的中 �� 31415（7番人気）
馬単票数 計 520547 的中 �� 11036（14番人気）
ワイド票数 計 251443 的中 �� 12610（7番人気）�� 21720（4番人気）�� 29466（3番人気）
3連複票数 計 702313 的中 ��� 36153（6番人気）
3連単票数 計2243801 的中 ��� 14181（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．2―12．5―12．6―12．5―12．5―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．2―48．7―1：01．3―1：13．8―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3
4－（2，8）5，7，6，3－1・（4，2）－8－（5，1）3（6，7）

2
4
4，2，8－5（6，7）3－1・（4，2）8－（5，1）3－6，7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーナチュラル �

父 ネオユニヴァース �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．2．19 東京2着

2009．3．19生 牡4栗 母 ナチュラルメイク 母母 メ ロ ウ キ ス 13戦3勝 賞金 27，238，000円

21082 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：11．0
2：10．0

良
良

11 エックスマーク 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：13．9 3．5�

69 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 20．5�
44 トーセンハルカゼ 牡3鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋122：14．11� 11．6�
57 マイネルディーン 牡4青 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 450＋12 〃 ハナ 7．4	
22 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 414＋ 4 〃 ハナ 4．6

812 シャドウバンガード 牡4黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 22：14．2	 4．1�
45 トウシンイーグル 牡5鹿 57 石橋 脩�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 466－10 〃 ハナ 20．9�
33 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：14．3クビ 66．4
68 ロケットダイヴ 牡6鹿 57 田中 勝春山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B470＋ 82：14．4� 177．4�
711
 レオプログレス 牡8青 57 北村 宏司�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 464－ 4 〃 ハナ 11．4�
813 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 474＋ 22：14．5	 14．0�
710 シンボリローレンス �8黒鹿57 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 488－ 42：14．6	 306．8�
56 ギムレットアイ 牡8鹿 57 江田 照男小野 博郷氏 土田 稔 門別 浜本牧場 460± 02：15．45 290．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，332，500円 複勝： 82，192，100円 枠連： 26，005，900円
馬連： 129，838，600円 馬単： 71，570，100円 ワイド： 49，747，700円
3連複： 150，140，400円 3連単： 284，531，600円 計： 838，358，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 510円 � 370円 枠 連（1－6） 5，190円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，100円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 76，890円

票 数

単勝票数 計 443325 的中 � 102458（1番人気）
複勝票数 計 821921 的中 � 137072（2番人気）� 37144（9番人気）� 54168（6番人気）
枠連票数 計 260059 的中 （1－6） 3700（20番人気）
馬連票数 計1298386 的中 �� 18529（25番人気）
馬単票数 計 715701 的中 �� 6448（37番人気）
ワイド票数 計 497477 的中 �� 7538（24番人気）�� 11424（14番人気）�� 4394（33番人気）
3連複票数 計1501404 的中 ��� 7193（60番人気）
3連単票数 計2845316 的中 ��� 2731（301番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．3―47．9―1：01．5―1：13．9―1：26．4―1：38．8―1：50．8―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エックスマーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．11．6 京都3着

2009．3．16生 牡4鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 14戦4勝 賞金 59，775，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 6日第 4競走）
〔その他〕　　リズミックスター号は，競走中に疾病〔右第３手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21083 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，000�

さ ど

佐渡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

78 アロマティコ 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：58．3 1．5�
44 マイネオーチャード 牝5栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 456＋ 21：58．72� 5．7�
33 アロマカフェ 牡6黒鹿57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 472－ 61：58．8	 43．7�
79 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 486－ 21：59．01
 10．8�
810 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 57 戸崎 圭太�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：59．21� 14．8	
55 ダイワズーム 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466± 01：59．3� 7．6

66 マーブルデイビー 牡7栗 57 田辺 裕信下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 492－ 21：59．4	 42．0�
11 メイショウドンタク 牡7黒鹿57 石橋 脩松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 488－221：59．61
 127．8�
22 ヴァーゲンザイル �5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454－ 21：59．7クビ 23．0
811 エーブフウジン 牡5栗 57 大野 拓弥 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B486－ 41：59．91
 89．1�
67 ポールアックス �7鹿 57 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B512± 0 〃 ハナ 90．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 71，518，700円 複勝： 143，547，200円 枠連： 45，087，900円
馬連： 216，729，600円 馬単： 152，443，000円 ワイド： 85，548，500円
3連複： 251，475，800円 3連単： 706，787，300円 計： 1，673，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 550円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 810円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 715187 的中 � 382707（1番人気）
複勝票数 計1435472 的中 � 782933（1番人気）� 185857（2番人気）� 28103（8番人気）
枠連票数 計 450879 的中 （4－7） 96099（1番人気）
馬連票数 計2167296 的中 �� 419032（1番人気）
馬単票数 計1524430 的中 �� 226612（1番人気）
ワイド票数 計 855485 的中 �� 146580（1番人気）�� 22682（11番人気）�� 10610（20番人気）
3連複票数 計2514758 的中 ��� 59369（11番人気）
3連単票数 計7067873 的中 ��� 70191（22番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―11．8―12．2―12．6―11．8―11．4―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．9―47．7―59．9―1：12．5―1：24．3―1：35．7―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 7－（3，9）10（4，11）（1，5）（2，8）－6 4 7，9（3，10）（4，11）（1，5）（2，8）6

勝馬の
紹 介

アロマティコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．23 京都3着

2009．5．17生 牝4栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー 15戦5勝 賞金 111，129，000円

21084 8月17日 晴 良 （25新潟2）第7日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 � フリスコベイ 牝4栗 55 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine
Stables, LLC 486＋ 41：11．4 3．4�

34 アビリティラヴ 牡3鹿 54 福永 祐一本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 490＋241：11．61 6．9�
713 カネトシミント 牡4黒鹿57 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 516＋ 21：11．91	 2．3�
611 ナムラコンジョウ 牡3芦 54 江田 照男奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 500± 01：12．0
 8．4�
11 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 クビ 10．5�
610 ジョブックガーター 牡3青 54 武士沢友治	萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 442－ 21：12．42
 39．7

35 ジャストフレンズ 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 430＋ 21：12．82
 70．6�
59 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 438＋ 61：12．9
 148．1�
712 ロジウエスト 牝3鹿 52 松岡 正海久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 482＋ 41：13．0
 58．5
815 スノウプリンス 牡5栗 57

54 ▲花田 大昂野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 B476＋ 4 〃 ハナ 209．4�
814 セイントチャンス 牡4鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 480＋ 2 〃 クビ 17．9�
46 � アファーブル 牝4栗 55 吉田 豊飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：13．31	 94．9�
58 � エスペラール 牡4芦 57 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 大柳ファーム 484－131：13．51 70．4�
47 トーホウジュリア 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 61：14．24 58．7�
（14頭）

23 タニセンジャッキー 牡4鹿 57
56 ☆嶋田 純次染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 472－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，314，700円 複勝： 63，672，800円 枠連： 35，511，800円
馬連： 131，084，600円 馬単： 58，617，700円 ワイド： 42，726，800円
3連複： 104，766，200円 3連単： 214，119，900円 計： 692，814，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（2－3） 1，040円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 440円 �� 180円 �� 310円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 差引計 423147（返還計 54742） 的中 � 99477（2番人気）
複勝票数 差引計 636728（返還計 75366） 的中 � 141243（2番人気）� 64034（4番人気）� 198489（1番人気）
枠連票数 差引計 355118（返還計 19064） 的中 （2－3） 25227（4番人気）
馬連票数 差引計1310846（返還計426500） 的中 �� 72507（5番人気）
馬単票数 差引計 586177（返還計187107） 的中 �� 16201（11番人気）
ワイド票数 差引計 427268（返還計125383） 的中 �� 20600（5番人気）�� 71148（1番人気）�� 32116（2番人気）
3連複票数 差引計1047662（返還計621574） 的中 ��� 87987（2番人気）
3連単票数 差引計2141199（返還計1334404） 的中 ��� 23937（12番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．1―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．1―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フリスコベイ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 El Prado デビュー 2011．8．20 新潟1着

2009．4．7生 牝4栗 母 Frisco Belle 母母 Runaway Ashleigh 10戦2勝 賞金 22，748，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走除外〕 タニセンジャッキー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キネオリリー号



（25新潟2）第7日 8月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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 手 当

217，540，000円
4，160，000円
10，330，000円
1，870，000円
19，440，000円
59，643，500円
5，524，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
379，001，800円
675，283，700円
239，921，500円
941，043，500円
620，037，900円
392，782，200円
1，098，078，200円
2，380，420，000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 6，726，568，800円

総入場人員 11，662名 （有料入場人員 9，878名）
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