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22049 8月16日 雨 不良 （26新潟2）第5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

46 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 462＋ 21：12．3 5．6�
814 オーロラッシュ 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 426＋ 21：12．4� 5．0�
611 エヴリホープ 牝2栗 54 大野 拓弥�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 430＋ 4 〃 アタマ 2．7�
713 ジ ェ ロ ニ モ 牡2栗 54 西田雄一郎平本 敏夫氏 松永 康利 様似 林 時春 456－ 21：13．46 20．3�
34 スパイホップ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B470＋ 41：13．61� 72．0�
59 アルマエルモ 牝2芦 54 田中 勝春コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 414－101：13．7� 4．8	
22 エスティルンバ 牝2栗 54 宮崎 北斗 
エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 410－ 61：13．91 23．3�
35 ナンゴクオージ 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474± 0 〃 クビ 71．6�
23 ハジメノイッポ 牝2青鹿54 伊藤 工真藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 478－ 61：14．0クビ 121．3
11 アンジェロビアンコ 牡2芦 54 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 404± 0 〃 アタマ 9．8�
610 ドリームマオ 牝2栗 54 蛯名 正義ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新冠 堂島牧場 444＋ 41：15．17 35．1�
712 ツンデレーション 牡2青 54 武士沢友治スリースターズレーシング 田村 康仁 青森 青南ムラカミ

ファーム 466＋ 41：15．31� 57．5�
47 クリノホンイツ 牝2黒鹿54 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 鎌田 正嗣 408－ 61：15．51� 105．5�
815 カゼノゴトク 牡2鹿 54 M．エスポジート 大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456－141：15．6� 100．6�
（伊）

58 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 嘉藤 貴行
ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 佐竹 学 416± 01：15．81� 140．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，619，800円 複勝： 30，742，500円 枠連： 12，348，300円
馬連： 47，239，500円 馬単： 28，918，900円 ワイド： 23，468，800円
3連複： 58，568，400円 3連単： 91，863，700円 計： 312，769，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 130円 � 130円 枠 連（4－8） 1，320円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 430円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，880円

票 数

単勝票数 計 196198 的中 � 27658（4番人気）
複勝票数 計 307425 的中 � 44129（4番人気）� 62011（2番人気）� 65601（1番人気）
枠連票数 計 123483 的中 （4－8） 7243（6番人気）
馬連票数 計 472395 的中 �� 26654（6番人気）
馬単票数 計 289189 的中 �� 7549（12番人気）
ワイド票数 計 234688 的中 �� 13213（5番人気）�� 15720（4番人気）�� 20756（1番人気）
3連複票数 計 585684 的中 ��� 31002（3番人気）
3連単票数 計 918637 的中 ��� 6738（25番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―13．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルガーデン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Woodman デビュー 2014．7．6 中京10着

2012．2．28生 牝2鹿 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 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） 4頭 アポロクラウド号・アラマサファスリ号・ダンガンコゾウ号・ノーフェイト号
（非抽選馬） 1頭 タガノアルデ号
※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。

22050 8月16日 雨 重 （26新潟2）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・左・外）

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
1：33．5
1：32．3

良
良

612 コスモナインボール 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 466＋ 21：36．6 52．4�
47 ウナギノボリ 牡2鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 438－ 21：36．7� 4．8�
611 ウインスペクトル 牡2鹿 54 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 440－ 21：36．91� 142．5�
715 マイネルヘルック 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：37．21� 6．5�
12 マイティーハニー 牝2芦 54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：37．3� 7．9	
818 ア ル タ イ ル 牡2栗 54 岩田 康誠藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 464＋ 2 〃 クビ 13．2

816 アミフジタイカン 牡2鹿 54 田中 勝春内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 468＋ 21：37．4� 80．5�
11 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 432± 01：37．5� 107．8�
36 カズノテナンゴ 牡2栗 54 大野 拓弥鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 450－ 41：37．6� 49．1
817 リミットブレイク 牡2鹿 54 北村 宏司有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 クビ 4．2�
48 カ ラ ッ カ ゼ 牡2鹿 54 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B424－121：37．8� 14．8�
23 トーセンエクレール 牡2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 418－ 4 〃 アタマ 173．2�
35 ホ ー チ ャ ム 牝2鹿 54 田辺 裕信青山 洋一氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－10 〃 ハナ 14．7�
510 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ
ファーム 436－141：38．01 96．2�

713 トーセンペンタゴン 牡2青 54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B470＋ 2 〃 ハナ 6．5�

24 ビレッジカリビアン 牡2黒鹿54 武士沢友治村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 480± 0 〃 アタマ 215．8�
714 ミエノサンキュー 牡2青鹿54 M．エスポジート 里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 462－ 21：38．85 22．7�

（伊）

59 タイセイフローラ 牝2青鹿54 横山 典弘田中 成奉氏 菊川 正達 日高 白瀬 盛雄 460＋ 4 （競走中止） 27．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，039，700円 複勝： 40，732，500円 枠連： 20，052，800円
馬連： 55，971，600円 馬単： 30，504，300円 ワイド： 29，612，600円
3連複： 70，043，600円 3連単： 93，640，900円 計： 364，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 1，370円 � 210円 � 2，410円 枠 連（4－6） 6，870円

馬 連 �� 15，700円 馬 単 �� 37，260円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 40，210円 �� 10，910円

3 連 複 ��� 530，630円 3 連 単 ��� 3，085，890円

票 数

単勝票数 計 240397 的中 � 3669（12番人気）
複勝票数 計 407325 的中 � 6831（12番人気）� 66257（2番人気）� 3772（16番人気）
枠連票数 計 200528 的中 （4－6） 2260（19番人気）
馬連票数 計 559716 的中 �� 2762（46番人気）
馬単票数 計 305043 的中 �� 614（105番人気）
ワイド票数 計 296126 的中 �� 1595（48番人気）�� 189（132番人気）�� 700（75番人気）
3連複票数 計 700436 的中 ��� 99（533番人気）
3連単票数 計 936409 的中 ��� 22（3052番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．1―48．7―1：01．4―1：13．4―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモナインボール �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Charismatic デビュー 2014．7．19 福島9着

2012．4．16生 牡2鹿 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 タイセイフローラ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 マイティーハニー号の騎手吉田豊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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 タマモカチューシャ号
※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。

第２回 新潟競馬 第５日



22051 8月16日 雨 不良 （26新潟2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

35 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 458－101：53．7 3．5�
58 プロテクション 牝3黒鹿54 伊藤 工真 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 464－ 21：53．91� 17．8�
11 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 岩田 康誠村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 446－ 21：54．43 4．9�
712 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：55．57 76．0�

47 シ ナ モ ン 牝3栗 54 江田 照男村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B450＋ 21：55．71� 41．9	

713 サトノアスカ 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：56．01� 24．7


23 サマードール 牝3栗 54 嶋田 純次セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 荒木 貴宏 460± 01：56．21 20．3�
22 ジョイフルステップ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B412－ 61：56．51� 20．9�
611 ダイワナッティー 牝3青 54 田辺 裕信大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 490＋ 6 〃 クビ 3．6
46 アンタークティカ 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B456－ 81：56．92� 82．1�
34 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 446－ 61：57．0� 53．5�
814 マダムインパリ 牝3栗 54 西田雄一郎松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 456－121：57．21� 13．4�
59 スイートノエル 牝3黒鹿54 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 432＋ 61：57．4� 185．9�
815 ルシランセドール 牝3鹿 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：58．25 9．9�
610 リトルスカッシュ 牝3鹿 54 M．エスポジート�ターフ・スポート二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 41：58．41� 17．4�

（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，013，900円 複勝： 30，214，400円 枠連： 16，500，200円
馬連： 48，377，400円 馬単： 28，753，500円 ワイド： 25，524，500円
3連複： 61，838，000円 3連単： 88，674，400円 計： 319，896，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 370円 � 180円 枠 連（3－5） 2，480円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 430円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 29，350円

票 数

単勝票数 計 200139 的中 � 44866（1番人気）
複勝票数 計 302144 的中 � 73644（1番人気）� 15423（7番人気）� 42865（3番人気）
枠連票数 計 165002 的中 （3－5） 5151（9番人気）
馬連票数 計 483774 的中 �� 13252（9番人気）
馬単票数 計 287535 的中 �� 4655（13番人気）
ワイド票数 計 255245 的中 �� 6117（9番人気）�� 16626（2番人気）�� 3964（21番人気）
3連複票数 計 618380 的中 ��� 8513（13番人気）
3連単票数 計 886744 的中 ��� 2190（81番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．9―12．7―12．5―13．4―13．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：01．5―1：14．0―1：27．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビ オ レ ン ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．11．2 東京18着

2011．2．18生 牝3栗 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 8戦1勝 賞金 9，790，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 プラウドレガシー号・マサノマリリン号
※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。

22052 8月16日 雨 重 （26新潟2）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左・外）
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
1：43．9

良
良

35 トレジャーマップ 牡3鹿 56 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 438－161：48．9 19．8�
48 セルバンテス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 420－ 81：49．21� 5．6�
59 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 444± 01：49．3� 4．3�
36 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 14．5�
23 ゴールドクラウス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 460－ 41：49．4� 50．5�
11 レッドウォーリア 牡3黒鹿56 柴田 善臣 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－ 21：49．5� 5．1

714 マイソウルメイト 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 460＋ 2 〃 クビ 13．0�
715 マイベストフェロー 牡3青鹿56 岩田 康誠有限会社シルク萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―1：49．81� 32．4�
818 マリアフィオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430＋ 21：50．12 6．1
612 アスキーコード 牡3青鹿56 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 492± 01：50．2クビ 10．3�
24 ダークインテジャー 牡3黒鹿56 石橋 脩薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 484－ 4 〃 ハナ 85．7�
47 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 宮崎 北斗丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 444＋ 21：50．41� 189．4�
816 ダノンフォーミュラ 牡3鹿 56 M．エスポジート	ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494＋16 〃 ハナ 18．9�

（伊）

510 ブラックエミオ 牡3鹿 56 大野 拓弥鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 454－ 21：51．03� 36．3�
12 ペイシャンスオウ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 446± 01：51．1� 262．0�
817 クラバウターマン 牡3栗 56

53 ▲原田 和真内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 B460－101：51．2� 230．1�
611 イニシアチブバイオ 牝3鹿 54 江田 照男バイオ	 牧 光二 平取 坂東牧場 B438－ 21：51．51� 56．3�
713 ミヤビホークアイ 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 490－ 61：53．110 47．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，578，100円 複勝： 45，662，800円 枠連： 19，179，400円
馬連： 62，436，900円 馬単： 33，837，700円 ワイド： 33，182，900円
3連複： 78，391，800円 3連単： 107，534，600円 計： 405，804，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 490円 � 210円 � 170円 枠 連（3－4） 2，370円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 14，090円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，480円 �� 450円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 67，090円

票 数

単勝票数 計 255781 的中 � 10323（9番人気）
複勝票数 計 456628 的中 � 18641（9番人気）� 59554（3番人気）� 85048（1番人気）
枠連票数 計 191794 的中 （3－4） 6266（13番人気）
馬連票数 計 624369 的中 �� 7936（24番人気）
馬単票数 計 338377 的中 �� 1801（53番人気）
ワイド票数 計 331829 的中 �� 3735（25番人気）�� 5526（18番人気）�� 20544（1番人気）
3連複票数 計 783918 的中 ��� 7563（21番人気）
3連単票数 計1075346 的中 ��� 1162（193番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．5―12．5―12．9―12．0―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．6―48．1―1：00．6―1：13．5―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．4
3 12（14，17）（11，5，18）（9，16）（2，8，13）（6，10）（1，15）7－3－4 4 12（14，17）（11，18）（5，9）（2，16）（6，8，13）（7，1，10）15，3－4

勝馬の
紹 介

トレジャーマップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．1．26 京都5着

2011．5．31生 牡3鹿 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 6戦1勝 賞金 6，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビホークアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月16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 カンタベリーラウス号・コスモナーダム号・マイネルエルピス号・ルミラークル号
※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。



22053 8月16日 雨 重 （26新潟2）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30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

11 ジャストサウンド 牡2鹿 54 蛯名 正義増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 436 ―1：24．4 28．4�
36 ダイワエキスパート 牡2芦 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434 ―1：24．61� 1．7�
23 クリノツーイーソー 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 424 ― 〃 ハナ 75．9�
510 セ ル メ ー ル 牡2鹿 54 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442 ―1：24．7� 7．2�
12 ダブルフラワー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 478 ―1：24．8� 80．3�
818 ムーンマジェスティ 牡2栗 54 内田 博幸伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 418 ― 〃 クビ 21．7	
59 ロッソマドンナ 牝2青鹿54 田中 勝春星野 
男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 410 ―1：25．01� 8．4�
35 トーセンビーライン 牡2鹿 54 武士沢友治島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456 ―1：25．31� 11．0�
713 テ イ ア 牝2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 412 ― 〃 クビ 31．6
816 アポロティンクル 牝2黒鹿54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 420 ―1：26．04 41．7�
47 ファインサム 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 434 ― 〃 ハナ 125．5�
714 ミキノブシドウ 牡2鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 500 ―1：26．32 51．5�
48 ニシノユウキ 牝2芦 54 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 434 ―1：26．4クビ 20．2�
24 バトルトリープ 牝2青鹿54 伊藤 工真宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：26．61� 62．5�
611 ト ッ プ ガ ン 牡2黒鹿54 国分 恭介新谷 幸義氏 和田 雄二 浦河 赤田牧場 476 ―1：26．7クビ 47．4�
612 ナンヨーディンプル 牝2黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 408 ― 〃 クビ 36．5�
817 ポッドウェーブ 牝2芦 54 大野 拓弥小川眞査雄氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 422 ―1：26．91� 32．1�
715 ディベルティード 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人武井 祥久氏 武井 亮 新冠 前川 隆範 420 ― 〃 クビ 89．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，039，700円 複勝： 32，118，500円 枠連： 24，498，100円
馬連： 51，124，200円 馬単： 34，444，500円 ワイド： 27，101，200円
3連複： 63，943，200円 3連単： 104，479，700円 計： 362，749，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 470円 � 130円 � 1，250円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 11，670円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 42，030円 3 連 単 ��� 302，990円

票 数

単勝票数 計 250397 的中 � 7053（7番人気）
複勝票数 計 321185 的中 � 13412（7番人気）� 103626（1番人気）� 4512（16番人気）
枠連票数 計 244981 的中 （1－3） 11643（6番人気）
馬連票数 計 511242 的中 �� 17256（6番人気）
馬単票数 計 344445 的中 �� 3748（21番人気）
ワイド票数 計 271012 的中 �� 7132（7番人気）�� 581（94番人気）�� 2552（28番人気）
3連複票数 計 639432 的中 ��� 1141（118番人気）
3連単票数 計1044797 的中 ��� 250（739番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．3―12．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―35．2―47．5―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．9
3 3，11（1，12）（2，13，15）（4，10，16）（6，5，14）（18，9）（7，8，17） 4 3（1，11）（2，13）（4，10，16，12，15）（6，5，14）（18，9，17）（7，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャストサウンド �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．17生 牡2鹿 母 ヒシインパラ 母母 プリディクション 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 ビップフライト号

22054 8月16日 曇 不良 （26新潟2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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

713 ライトオブホープ 牡3栗 56 嘉藤 貴行落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 496＋ 41：52．9 2．8�
47 ニシノウィード 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 468＋ 4 〃 ハナ 8．3�
11 チャンピオンリング 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 556＋ 81：53．32� 11．1�
46 ドラゴンズタイム 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 424＋ 21：53．61� 13．4�
23 フェイトアゲン 牡3鹿 56 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446－ 41：53．7� 13．8�
34 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 442＋ 61：54．01� 3．3	
22 デルマコテツ 牡3栗 56 田中 勝春浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B428－ 2 〃 クビ 35．4

712 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 484－ 21：54．42� 13．3�
59 フジサンマーケット 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 434＋121：55．67 196．0�
611 レオパイレーツ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人レオ 尾形 和幸 新冠 芳住 鉄兵 B458± 01：55．7� 96．6�
814 チャンピオンガイ 牡3黒鹿56 田辺 裕信坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 榊原 光子 B458－ 21：56．65 11．1�
610 クランサージュ 牡3鹿 56 江田 照男 グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B470－ 81：56．91� 85．3�
815 リベレイショニスト 牡3栗 56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464＋ 21：57．53� 126．3�
35 ベルウッドプモリ 牡3鹿 56 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 510－ 21：57．71 170．2�
58 ツクバプレジデント 牡3栗 56 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 B462－ 81：58．02 143．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，451，600円 複勝： 34，091，100円 枠連： 18，384，200円
馬連： 57，380，700円 馬単： 32，830，000円 ワイド： 27，952，200円
3連複： 66，010，800円 3連単： 103，367，900円 計： 362，468，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 240円 � 260円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 630円 �� 720円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 16，080円

票 数

単勝票数 計 224516 的中 � 63097（1番人気）
複勝票数 計 340911 的中 � 68384（2番人気）� 34088（3番人気）� 29994（4番人気）
枠連票数 計 183842 的中 （4－7） 18952（2番人気）
馬連票数 計 573807 的中 �� 31698（3番人気）
馬単票数 計 328300 的中 �� 10196（4番人気）
ワイド票数 計 279522 的中 �� 11748（4番人気）�� 10059（6番人気）�� 5874（15番人気）
3連複票数 計 660108 的中 ��� 11727（10番人気）
3連単票数 計1033679 的中 ��� 4659（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―13．2―12．6―12．3―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．7―49．9―1：02．5―1：14．8―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライトオブホープ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2013．8．3 函館3着

2011．5．10生 牡3栗 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 13戦1勝 賞金 16，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバプレジデント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月16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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アロマフレグランス号・タニセンライナー号・バイタルワンダー号
（非抽選馬） 2頭 キクノアヴァン号・コンソラーレ号



22055 8月16日 曇 重 （26新潟2）第5日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時30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

714 キョウエイダルク 牝3鹿 54
51 ▲石川裕紀人田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 432＋ 6 56．6 8．8�

23 ノスタルジック 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B474＋ 4 56．81� 3．8�

818 マリーアントワー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 B450＋ 8 57．01� 20．2�

47 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 江田 照男榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 486± 0 57．53 3．8�
816 マイネルアバンテ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか キヨタケ牧場 468－16 〃 クビ 25．8�
36 トロージャンアート 牝3栗 54 内田 博幸吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 422± 0 57．6クビ 16．9	
612 ジャーサンプラーン 牝3鹿 54 的場 勇人本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 真歌田中牧場 424＋ 4 〃 アタマ 111．1

817 シャトールージュ 牝3栗 54 西田雄一郎村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 498＋ 2 57．7� 5．6�
713 ネ メ シ ス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 446－10 58．01� 78．4�
35 リ ヴ ィ ダ ス 牝3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 58．1� 11．5
11 ターンザタッセル 牡3栗 56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 B470± 0 58．2� 89．8�
12 アルファアイリス 牝3黒鹿54 大野 拓弥�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 456－ 6 58．3クビ 113．8�
715 テンノハゴロモ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 476＋ 2 〃 クビ 13．2�
59 プロテッツィオーネ 牝3鹿 54 杉原 誠人加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 416＋ 6 58．4� 140．1�
611 ダイアペイソン 牝3鹿 54 宮崎 北斗吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 444± 0 58．5クビ 91．0�
24 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 448－12 59．03 16．3�
510 リネンプロフィット �3鹿 56 伊藤 工真戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 B430± 0 〃 ハナ 154．9�
48 サンマルタイム 牝3栗 54 国分 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 408－ 6 59．42� 219．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，069，900円 複勝： 33，836，200円 枠連： 25，779，200円
馬連： 64，465，700円 馬単： 34，665，800円 ワイド： 30，393，600円
3連複： 77，552，800円 3連単： 108，569，300円 計： 399，332，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 240円 � 160円 � 490円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，660円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，030円 3 連 単 ��� 58，520円

票 数

単勝票数 計 240699 的中 � 21873（4番人気）
複勝票数 計 338362 的中 � 34949（4番人気）� 66974（2番人気）� 14251（9番人気）
枠連票数 計 257792 的中 （2－7） 21309（4番人気）
馬連票数 計 644657 的中 �� 26081（4番人気）
馬単票数 計 346658 的中 �� 5784（15番人気）
ワイド票数 計 303936 的中 �� 10362（4番人気）�� 4604（21番人気）�� 5213（17番人気）
3連複票数 計 775528 的中 ��� 5794（34番人気）
3連単票数 計1085693 的中 ��� 1345（186番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―10．9―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．7―33．6―44．4

上り4F44．3－3F33．9
勝馬の
紹 介

キョウエイダルク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．6．23 東京3着

2011．2．21生 牝3鹿 母 デアリングシスター 母母 デアリングダンジグ 8戦1勝 賞金 8，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイティルビー号・シンボリプロスト号・スイートラブリー号・メドウスラヴ号
（非抽選馬） 3頭 エアマチルド号・ハイリーカズマ号・モンサンアルビレオ号

22056 8月16日 曇 不良 （26新潟2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 510－ 21：51．6 2．1�
34 � エルドリッジ 牡4青鹿57 柴田 善臣一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 518± 0 〃 クビ 5．6�
58 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 M．エスポジート 下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B496± 01：51．92 11．8�

（伊）

22 キネオフライト 牡3栗 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 41：52．53� 16．0�

611 リンガスクリフ 牡6栗 57 田中 勝春伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：52．71� 46．1	
35 タケルファラオ 牡3栗 54 岩田 康誠森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 474－ 21：52．91 12．9

23 サ ウ ス ゴ ビ 牡3栗 54 蛯名 正義 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 458＋ 2 〃 クビ 11．7�
47 デルマハンニャ 牝4鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 450＋161：53．32� 34．6�
610 スペクトロライト 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B470－ 81：53．61	 9．2
46 アイティテイオー 牡6栗 57 伊藤 工真一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 川島牧場 464－ 91：53．7	 156．7�
815 モリトリュウコ 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：53．91� 10．7�
814 ド ル モ ン 牡5鹿 57 江田 照男伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B498－ 11：54．96 32．2�
59 � ブルーグランツ 牡4鹿 57 木幡 初広 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 B506－ 41：55．1	 196．8�
713 ダークルーラ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 496－241：56．05 137．8�

（14頭）
712 ポッドスター 牡4栗 57 大野 拓弥小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 510＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，431，200円 複勝： 39，607，500円 枠連： 23，387，100円
馬連： 57，426，600円 馬単： 30，802，900円 ワイド： 26，376，700円
3連複： 50，940，800円 3連単： 78，129，900円 計： 334，102，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 210円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 290円 �� 540円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 差引計 274312（返還計 73860） 的中 � 101156（1番人気）
複勝票数 差引計 396075（返還計 74374） 的中 � 111755（1番人気）� 69395（2番人気）� 34859（4番人気）
枠連票数 差引計 233871（返還計 802） 的中 （1－3） 22660（2番人気）
馬連票数 差引計 574266（返還計309585） 的中 �� 63987（1番人気）
馬単票数 差引計 308029（返還計158182） 的中 �� 19943（1番人気）
ワイド票数 差引計 263767（返還計121897） 的中 �� 26011（1番人気）�� 11976（3番人気）�� 7438（9番人気）
3連複票数 差引計 509408（返還計458973） 的中 ��� 18915（2番人気）
3連単票数 差引計 781299（返還計722627） 的中 ��� 8627（4番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．5―12．9―12．6―12．5―12．7―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．3―49．2―1：01．8―1：14．3―1：27．0―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケツァルコアトル �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．5．11生 牡4青鹿 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 28戦3勝 賞金 31，874，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 ポッドスター号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



22057 8月16日 曇 重 （26新潟2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 ショウナンパンドラ 牝3鹿 52 岩田 康誠国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 82：00．1 2．0�

11 メイクアップ 牡3栗 54 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 474± 02：00．52� 3．0�
33 サウンドメモリー 牡3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 470－ 22：00．71	 11．9�
813 イイデフューチャー 牡3黒鹿54 石橋 脩 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 454－ 2 〃 クビ 42．5�
46 
 チャペルプリンセス 牝5栗 55 M．エスポジート 有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 ハナ 26．4�
（伊）

45 テイエムブシドー �4鹿 57 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452＋ 22：01．23 19．6	
814 レッドグルック 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480－ 62：01．73 9．5

610 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 484－ 22：01．8� 178．4�
711 ダンシングハバナ �5鹿 57 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432－222：02．01	 29．3�
58 メイショウグレア 牝4鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 420± 02：02．1� 138．6
34 ティンホイッスル 牝4黒鹿55 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 448－ 4 〃 クビ 83．5�
69 モ モ ト ン ボ 牝4鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 450－ 82：02．84 30．3�
57 トウカイクオーレ �5鹿 57 西田雄一郎内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 442＋ 62：03．33 84．4�
712 キズナエンドレス 牝3鹿 52 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 464± 0 〃 ハナ 44．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，387，900円 複勝： 56，027，500円 枠連： 23，537，400円
馬連： 95，902，900円 馬単： 59，400，700円 ワイド： 43，699，800円
3連複： 115，183，400円 3連単： 231，146，200円 計： 662，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（1－2） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 390円 �� 510円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 373879 的中 � 149031（1番人気）
複勝票数 計 560275 的中 � 188232（1番人気）� 112302（2番人気）� 42468（4番人気）
枠連票数 計 235374 的中 （1－2） 62467（1番人気）
馬連票数 計 959029 的中 �� 246545（1番人気）
馬単票数 計 594007 的中 �� 90613（1番人気）
ワイド票数 計 436998 的中 �� 83143（1番人気）�� 25470（3番人気）�� 18188（6番人気）
3連複票数 計1151834 的中 ��� 108488（1番人気）
3連単票数 計2311462 的中 ��� 90602（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．2―12．6―12．5―12．2―12．1―11．5―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―36．7―49．3―1：01．8―1：14．0―1：26．1―1：37．6―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 ・（13，7）（1，12，14）9（2，10，11）6（3，8）（5，4） 4 13，7（1，9，12）（2，6，10，14）（3，11）5，8，4

勝馬の
紹 介

ショウナンパンドラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．8 阪神2着

2011．3．10生 牝3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 7戦2勝 賞金 35，140，000円
※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。

22058 8月16日 曇 重 （26新潟2）第5日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 サトノフェラーリ 牡3鹿 54 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466＋ 61：45．9 8．1�
817 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿52 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448± 01：46．11� 5．8�
36 ヘイジームーン 牝3黒鹿52 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492± 01：46．2� 2．8�
24 シャドウウィザード 	4黒鹿57 M．エスポジート 飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 456＋ 21：46．41
 15．5�

（伊）

715 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 国分 恭介吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B456± 01：46．5� 200．6�
35 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 杉原 誠人吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458＋ 2 〃 クビ 10．5	
12 � サウンドデューク 牡4栗 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 474＋ 61：46．81� 9．0

59 ロジメジャー 牡5黒鹿57 柴田 善臣久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 15．8�
48 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 488－101：47．01
 8．9�
510 ビッグスマイル 牝6黒鹿55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 小泉 学 458± 01：47．21
 74．1
713 カバーストーリー 牡3栗 54 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 21：47．41� 25．9�
47  レッドガルシア 牡5栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B504± 01：47．5� 196．6�
612 コスモグレースフル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 502＋ 61：47．6クビ 26．6�
714 ユッカマウンテン 牝5栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 65．6�
11 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 55 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：48．13 57．8�
816 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 蛯名 正義有限会社シルク奥村 武 新冠 対馬 正 556＋ 21：48．2� 84．9�
611 タニノシュヴァリエ 牡5青 57 江田 照男谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 488＋ 21：48．62� 192．6�
818 オペラダンシング 牡5黒鹿57 武士沢友治鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 454－ 41：50．09 95．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，946，800円 複勝： 83，797，300円 枠連： 37，886，400円
馬連： 160，044，700円 馬単： 73，505，700円 ワイド： 66，621，100円
3連複： 188，034，200円 3連単： 297，081，900円 計： 955，918，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 240円 � 140円 枠 連（2－8） 2，370円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 500円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計 489468 的中 � 48145（3番人気）
複勝票数 計 837973 的中 � 88062（3番人気）� 79579（5番人気）� 186248（1番人気）
枠連票数 計 378864 的中 （2－8） 12383（10番人気）
馬連票数 計1600447 的中 �� 38889（12番人気）
馬単票数 計 735057 的中 �� 7613（30番人気）
ワイド票数 計 666211 的中 �� 13427（11番人気）�� 35402（1番人気）�� 30254（5番人気）
3連複票数 計1880342 的中 ��� 36559（7番人気）
3連単票数 計2970819 的中 ��� 6367（84番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．7―12．1―11．9―11．8―11．7―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．9―48．0―59．9―1：11．7―1：23．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフェラーリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2013．7．20 函館1着

2011．2．17生 牡3鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 8戦3勝 賞金 40，576，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オペラダンシング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月16日まで平地

競走に出走できない。
※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。



22059 8月16日 曇 稍重 （26新潟2）第5日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．8．10以降26．8．10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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

59 バクシンテイオー 牡5鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 41：21．0 13．6�
818 プランスデトワール 牡6芦 55 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 21：21．32 15．9�
12 カ オ ス モ ス 牡4鹿 58 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 506－ 2 〃 ハナ 2．8�
714 モグモグパクパク 牡4栗 57 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 458＋ 8 〃 アタマ 3．9�
713 ア ラ フ ネ 牝5栗 53 伊藤 工真�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466＋ 21：21．4� 89．2�
816 メイショウハガクレ 牡5鹿 53 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460－ 21：21．5� 40．4	
611 フレイムヘイロー �6栗 54 柴田 善臣�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 472－ 61：21．6� 46．5

11 	 デ ン フ ァ レ 牝7栗 52 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488± 0 〃 クビ 56．9�
24 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 53 石橋 脩セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 462＋ 21：21．7� 9．6
23 マイネルアダマス 牡5鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B432＋ 21：21．8� 96．7�
510 マイネボヌール 牝5青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：21．9クビ 12．6�
817 チャーチクワイア 牝5栗 53 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－ 61：22．11
 15．1�
715 ジョーオリオン 牡5栗 55 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B484± 01：22．2� 6．9�
36 トゥザサミット 牡7鹿 53 M．エスポジート �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 456－101：22．3� 65．4�

（伊）

612 フェイムロバリー 牡9鹿 54 杉原 誠人広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：22．4クビ 381．6�
47 サトノヒーロー 牡5黒鹿54 江田 照男里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516－ 61：22．61
 72．1�
48 レッドヴァンクール �8鹿 52 木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516± 01：23．13 218．0�

（17頭）
35 マジックタイム 牝3黒鹿52 横山 典弘 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 68，927，800円 複勝： 108，944，600円 枠連： 89，458，800円
馬連： 246，473，600円 馬単： 109，436，400円 ワイド： 95，523，900円
3連複： 276，155，000円 3連単： 438，524，600円 計： 1，433，444，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 370円 � 150円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 18，540円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，080円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 80，850円

票 数

単勝票数 差引計 689278（返還計 64408） 的中 � 40387（6番人気）
複勝票数 差引計1089446（返還計 83372） 的中 � 74162（6番人気）� 64984（8番人気）� 238757（1番人気）
枠連票数 差引計 894588（返還計 2513） 的中 （5－8） 45448（7番人気）
馬連票数 差引計2464736（返還計692542） 的中 �� 20645（31番人気）
馬単票数 差引計1094364（返還計306296） 的中 �� 4426（61番人気）
ワイド票数 差引計 955239（返還計200205） 的中 �� 9088（30番人気）�� 23171（10番人気）�� 21815（13番人気）
3連複票数 差引計2761550（返還計1232711） 的中 ��� 20731（36番人気）
3連単票数 差引計4385246（返還計2134360） 的中 ��� 3932（267番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．0―11．5―11．8―12．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．1―45．6―57．4―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．26 東京1着

2009．4．10生 牡5鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 14戦5勝 賞金 66，391，000円
〔競走除外〕 マジックタイム号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 カオスモス号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて平成26年

8月23日から平成26年8月24日まで騎乗停止。（被害馬：1番・15番・6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。
（非当選馬） 3頭 アイムヒアー号・アスターピース号・ディーエスコンドル号
※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。

22060 8月16日 曇 重 （26新潟2）第5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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 シベリアンスオード 牡4栗 57 蛯名 正義藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 520＋ 81：10．9 3．4�
22 ダンディーソル 牡4青鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 488＋ 21：11．43 65．6�
611 ウエスタンニンジャ 牡3栗 54 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 472＋ 21：11．5� 62．9�
46 トーセンスティング 牡3鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 522＋ 61：11．71	 9．8�
47 キープレイヤー 牝3青鹿52 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 508＋24 〃 クビ 14．0	
34 ダイチヴュルデ 牡3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 434＋ 21：11．8クビ 44．5

712
 フロリダブルー 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 米 Darley & Craig

D. Upham 462＋101：11．9� 6．4�
815 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 510＋ 61：12．53� 35．9
713 カワキタシャウト 牡4鹿 57 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 494－ 21：12．6� 3．7�
35 アブソリュカフェ 牡3黒鹿54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：12．7� 6．3�
58 � プレミアムゴールド 牡5栗 57 内田 博幸中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480＋10 〃 クビ 49．0�
11 アサクサベルーガ 牡4黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464＋ 61：12．91	 21．7�
23 
 ハイエストクライム 牡7鹿 57 大野 拓弥前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 514－ 6 〃 アタマ 108．8�
610 サンダーオーシャン 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 514＋ 21：13．0� 211．3�
814 ニシノイナズマ 牡3芦 54 M．エスポジート 西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 480± 0 〃 クビ 22．4�

（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，011，800円 複勝： 75，926，800円 枠連： 45，896，800円
馬連： 156，293，400円 馬単： 78，638，200円 ワイド： 67，977，500円
3連複： 190，437，300円 3連単： 339，371，600円 計： 1，010，553，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 1，350円 � 1，300円 枠 連（2－5） 6，790円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 13，850円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 3，760円 �� 21，560円

3 連 複 ��� 166，850円 3 連 単 ��� 565，610円

票 数

単勝票数 計 560118 的中 � 129020（1番人気）
複勝票数 計 759268 的中 � 124843（2番人気）� 12743（13番人気）� 13237（12番人気）
枠連票数 計 458968 的中 （2－5） 5232（20番人気）
馬連票数 計1562934 的中 �� 11583（32番人気）
馬単票数 計 786382 的中 �� 4257（46番人気）
ワイド票数 計 679775 的中 �� 5568（32番人気）�� 4690（39番人気）�� 804（94番人気）
3連複票数 計1904373 的中 ��� 856（254番人気）
3連単票数 計3393716 的中 ��� 435（1080番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．5―47．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シベリアンスオード �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 Jump Start デビュー 2012．12．15 中山1着

2010．4．11生 牡4栗 母 チアフルドーラ 母母 Cheer Cheer 7戦3勝 賞金 22，830，000円
〔騎手変更〕 カワキタシャウト号の騎手横山典弘は，馬場入場後の落馬負傷のため江田照男に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 シャンパンルージュ号・ハルズハッピー号・ブライトマーサ号・マンリー号・マーセブナカヤマ号・

ラナウェイビート号
※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。



（26新潟2）第5日 8月16日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 195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 手 当

176，010，000円
9，640，000円
1，620，000円
15，610，000円
70，901，000円
5，044，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
399，518，200円
611，701，700円
356，908，700円
1，103，137，200円
575，738，600円
497，434，800円
1，297，099，300円
2，082，384，700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 6，923，923，200円

総入場人員 10，897名 （有料入場人員 9，239名）
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