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22097 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時10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

23 アポロノシンザン 牡2鹿 54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 452－ 21：35．2 5．0�
11 コスモカンプ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 476－ 81：35．52 8．7�
510 ピックアンドポップ 牡2青鹿54 大野 拓弥大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 470－ 21：35．6クビ 13．1�
47 カ シ シ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434－ 21：35．7� 4．5�
713 ニシノオタケビ 牡2鹿 54 福永 祐一西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 41：35．8� 2．6�
35 フクノグリュック 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ 472＋ 21：36．01 70．7�

714 スプリームゴールド 牝2芦 54 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402－ 6 〃 クビ 14．4	

48 ナリノパシオン 牡2栗 54 北村 宏司成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B470－ 2 〃 ハナ 31．4

817 オーラクィーン 牝2芦 54 横山 典弘福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 428－ 21：36．1� 92．6�
818 レッドラヴァルス 牝2黒鹿54 江田 照男 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 414－ 21：36．41� 22．9
611 トーセンヌーヴォー 牡2栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 452－ 41：36．5� 111．1�
59 ゴールドクェスト 牡2鹿 54 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 470＋ 81：36．6� 54．0�
24 ホワイトトラップ 牡2芦 54 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 428＋ 21：36．7� 230．4�
12 タマモカチューシャ 牝2鹿 54 戸崎 圭太タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 408－ 41：36．91	 111．0�
612 ラッシュダンス 牝2鹿 54 武士沢友治門野 重雄氏 奥村 武 新冠 対馬 正 424－ 41：37．21� 155．3�
36 コスモポッポ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 444－ 41：37．41	 307．5�
715 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 420－ 41：37．5� 28．8�
816 ロゼスピリッツ 牝2栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444＋ 8 〃 アタマ 260．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，911，700円 複勝： 34，967，500円 枠連： 14，895，300円
馬連： 46，765，400円 馬単： 26，971，000円 ワイド： 25，449，400円
3連複： 59，873，200円 3連単： 81，564，700円 計： 311，398，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 240円 � 340円 枠 連（1－2） 2，500円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，050円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 32，760円

票 数

単勝票数 計 209117 的中 � 32840（3番人気）
複勝票数 計 349675 的中 � 51699（3番人気）� 37978（4番人気）� 24036（6番人気）
枠連票数 計 148953 的中 （1－2） 4611（10番人気）
馬連票数 計 467654 的中 �� 15122（8番人気）
馬単票数 計 269710 的中 �� 4447（15番人気）
ワイド票数 計 254494 的中 �� 8398（8番人気）�� 6227（11番人気）�� 4384（15番人気）
3連複票数 計 598732 的中 ��� 5749（23番人気）
3連単票数 計 815647 的中 ��� 1805（90番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．3―12．0―12．0―11．7―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．8―48．8―1：00．8―1：12．5―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡2鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 4戦1勝 賞金 9，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ガルフスター号・クインズマルシアノ号・サトノコスミック号・シグナルアロー号・タムザブランシュ号・

マイネルヴェッケン号・ヨザクラマスミ号

22098 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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
1：09．2
1：08．7

重
重

23 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿56 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 504＋ 61：11．9 2．1�
58 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 446－ 21：12．85 31．8�
713 デ ィ サ イ ド 牡3鹿 56 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 508－ 61：12．9� 30．1�
712 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456± 01：13．32� 4．9�
611 エンディアイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 476＋ 41：13．4� 89．6�
34 メドウスラヴ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 448± 01：13．61� 53．3�
47 メイズバースデー 牝3栗 54 江田 照男吉川 潤氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 444＋ 21：13．91	 14．3	
22 ビックナサンクス 牡3青鹿56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 B514－ 21：14．11� 3．8

11 ワイルドジーク 牡3栗 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 456± 01：14．2	 10．6�
46 インパルスガール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 B460＋ 8 〃 ハナ 107．2
814 ラブリイバレー 牡3鹿 56 吉田 豊安倍 光昭氏 高橋 文雅 日高 ヤナガワ牧場 444＋101：15．05 254．3�
815 ケンタウルス 牡3鹿 56 大野 拓弥下河邉行信氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 452－ 8 〃 クビ 185．5�
59 フルオブチャーム 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 490－ 41：16．7大差 86．3�
35 プラネットマジック 牡3芦 56 M．エスポジート 原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504－ 21：16．8クビ 22．7�

（伊）

（14頭）
610 コトブキシュガー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，156，500円 複勝： 30，674，700円 枠連： 13，206，900円
馬連： 41，710，400円 馬単： 25，984，800円 ワイド： 20，931，600円
3連複： 51，428，800円 3連単： 85，383，500円 計： 289，477，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 430円 � 630円 枠 連（2－5） 1，450円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，370円 �� 7，400円

3 連 複 ��� 17，620円 3 連 単 ��� 42，480円

票 数

単勝票数 差引計 201565（返還計 15） 的中 � 73487（1番人気）
複勝票数 差引計 306747（返還計 36） 的中 � 79710（1番人気）� 15311（6番人気）� 9765（8番人気）
枠連票数 差引計 132069（返還計 1 ） 的中 （2－5） 7046（6番人気）
馬連票数 差引計 417104（返還計 118） 的中 �� 12852（10番人気）
馬単票数 差引計 259848（返還計 56） 的中 �� 5933（9番人気）
ワイド票数 差引計 209316（返還計 85） 的中 �� 5140（11番人気）�� 3983（12番人気）�� 703（45番人気）
3連複票数 差引計 514288（返還計 420） 的中 ��� 2189（46番人気）
3連単票数 差引計 853835（返還計 647） 的中 ��� 1457（123番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．5―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．4―47．0―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 3（8，2）（1，11，12）7－13，4－9，15（6，5）14 4 3（8，2）－（1，11，12）7－13－4－15（9，14）（6，5）

勝馬の
紹 介

ゼンノヒストリエ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．28 東京9着

2011．5．6生 牡3黒鹿 母 ウインアズライト 母母 マジックショール 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔出走取消〕 コトブキシュガー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 エンディアイモン号の騎手二本柳壮は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルオブチャーム号・プラネットマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年9月30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） 2頭 シゲルキシュウ号・ダイワバリュー号
（非抽選馬） 3頭 アイガウマレタヒ号・オートクレール号・ジューヌノーブル号
※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。

第２回 新潟競馬 第９日



22099 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9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

713 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± 01：54．6 4．8�
815 ゴールドリーガル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 456－ 2 〃 クビ 3．7�
46 キタサンダイチ 牡3青鹿56 北村 宏司�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 460＋ 21：54．7� 7．3�
23 レオナビゲート 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 476－ 41：55．65 6．1�
47 シャドウマスク 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 25．3	
35 テ ル ス 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 440－ 21：55．81� 111．9

22 ミスターローレンス 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 456± 01：56．11� 19．7�
58 スパーキードリーム 牡3栗 56 柴田 大知栗山 良子氏 土田 稔 新冠 村上 欽哉 494± 01：56．52� 118．4�
610 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 452＋ 41：56．71 9．6
11 エンブレイスライフ 牡3黒鹿56 大野 拓弥前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：56．91 47．1�
814 ボンドマティーニ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 474－ 21：57．11� 9．4�
59 アサクサイイヤツ 牡3鹿 56 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B474＋ 21：57．95 7．7�
712 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B498＋ 81：58．11� 207．4�
34 サンエイコーオー 牡3鹿 56 武士沢友治田� 秀郎氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 486± 01：59．710 162．5�
611 カ ン シ ャ 牡3鹿 56 嶋田 純次キャピタルクラブ 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 452－ 42：00．87 180．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，722，000円 複勝： 29，733，500円 枠連： 14，149，200円
馬連： 42，367，400円 馬単： 24，044，700円 ワイド： 21，639，400円
3連複： 53，067，700円 3連単： 76，302，100円 計： 278，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 260円 �� 450円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 167220 的中 � 27419（2番人気）
複勝票数 計 297335 的中 � 46022（2番人気）� 63114（1番人気）� 40104（3番人気）
枠連票数 計 141492 的中 （7－8） 24705（1番人気）
馬連票数 計 423674 的中 �� 45529（1番人気）
馬単票数 計 240447 的中 �� 13042（1番人気）
ワイド票数 計 216394 的中 �� 23967（1番人気）�� 11674（2番人気）�� 10745（3番人気）
3連複票数 計 530677 的中 ��� 28444（2番人気）
3連単票数 計 763021 的中 ��� 8277（5番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．2―13．4―12．9―13．1―13．6―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．9―49．3―1：02．2―1：15．3―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンズタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．3．16 中山3着

2011．4．23生 牡3鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 6戦1勝 賞金 7，540，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンエイコーオー号・カンシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日

まで平地競走に出走できない。

22100 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

712 プレミアムウォーズ �5栗 60 江田 勇亮中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 460－ 83：05．2 8．7�
11 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 488－ 63：05．62� 3．3�
69 ニシノジャブラニ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 488＋ 43：05．7クビ 17．2�
711 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 452－ 43：06．33� 31．5�
813 コウエイロックオン 牡5鹿 60 平沢 健治西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 492－ 23：06．51	 2．7�
610 オ ー パ ル ス �6芦 60 山本 康志広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 500＋ 6 〃 アタマ 46．1	
33 
 アスターコリント �5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 530－163：07．24 5．1

45 グラスリード �4青鹿 60

57 ▲原田 和真半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 8 〃 クビ 37．1�
814 リベラルアーツ �6黒鹿60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－26 〃 アタマ 17．4
22 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 上野 翔村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 506± 03：07．3� 166．3�
34 モ ン モ ン 牡4鹿 60 浜野谷憲尚小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 494± 03：07．51	 81．0�
58 ドンクーガー 牡4青鹿60 難波 剛健山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 488± 03：08．13� 18．0�
46 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 56 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 442－123：17．1大差 195．5�
57 � シンチノクリチャン 牝5栗 58 鈴木 慶太栗本 博晴氏 石毛 善彦 平取 コアレススタッド 460＋283：26．7大差 175．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，234，300円 複勝： 22，304，900円 枠連： 12，286，800円
馬連： 33，990，000円 馬単： 22，681，400円 ワイド： 18，018，800円
3連複： 46，009，300円 3連単： 74，313，100円 計： 246，838，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 200円 � 150円 � 230円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，230円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 24，330円

票 数

単勝票数 計 172343 的中 � 15697（4番人気）
複勝票数 計 223049 的中 � 27670（4番人気）� 45876（2番人気）� 21554（5番人気）
枠連票数 計 122868 的中 （1－7） 10155（5番人気）
馬連票数 計 339900 的中 �� 23866（5番人気）
馬単票数 計 226814 的中 �� 6366（9番人気）
ワイド票数 計 180188 的中 �� 12687（2番人気）�� 3532（16番人気）�� 6217（6番人気）
3連複票数 計 460093 的中 ��� 8410（14番人気）
3連単票数 計 743131 的中 ��� 2214（72番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．8－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミアムウォーズ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．9．19 阪神11着

2009．4．8生 �5栗 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside 障害：8戦1勝 賞金 14，500，000円
〔その他〕 シンチノクリチャン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シンチノクリチャン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年9月30日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 アストロフォンテン号



22101 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第5競走 ��1，200�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
1：08．7
1：07．8

良
良

711 キャピシーヌ 牡2栗 54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 474 ―1：10．8 4．3�
69 ラスパジャサーダス 牝2芦 54 北村 宏司佐々木雄二氏 奥村 武 伊達 高橋農場 426 ―1：10．9� 25．3�
22 エメラルドビーム 牝2鹿 54 横山 典弘北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 496 ―1：11．0クビ 5．4�
812 スミレタンポポ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也海谷 幸司氏 金成 貴史 浦河 高野牧場 400 ― 〃 クビ 15．6�
44 ヴェスペルティリオ 牡2鹿 54 福永 祐一�G1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 460 ―1：11．1クビ 7．1�
45 ホワイトウインド 牝2芦 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 460 ― 〃 クビ 19．9

11 クリーミーボイス 牝2栗 54 戸崎 圭太 	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 440 ―1：11．2� 3．1�
56 キョウワクラウド 牡2黒鹿54 吉田 豊	協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 454 ―1：11．73 96．9�
710 オーヴェール 牝2栗 54 大野 拓弥村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 414 ―1：11．91� 30．1
33 エンジェルミナ 牝2鹿 54 田辺 裕信森 保彦氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 412 ―1：12．11� 7．2�
813 ホ シ ヅ キ ヨ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 大和田 成 新ひだか 萩澤 國男 410 ―1：12．31� 107．8�
57 ショッキングカラー 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 432 ―1：13．910 36．2�
68 メリケンガール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太坪野谷和平氏 和田 雄二 洞�湖 レイクヴィラファーム 426 ―1：14．11� 173．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，284，900円 複勝： 31，568，700円 枠連： 13，062，100円
馬連： 43，297，200円 馬単： 26，287，900円 ワイド： 20，464，500円
3連複： 51，516，700円 3連単： 79，093，000円 計： 288，575，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 580円 � 180円 枠 連（6－7） 5，360円

馬 連 �� 8，760円 馬 単 �� 13，100円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 650円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 13，170円 3 連 単 ��� 101，130円

票 数

単勝票数 計 232849 的中 � 43214（2番人気）
複勝票数 計 315687 的中 � 52933（2番人気）� 10576（9番人気）� 49937（3番人気）
枠連票数 計 130621 的中 （6－7） 1888（22番人気）
馬連票数 計 432972 的中 �� 3829（29番人気）
馬単票数 計 262879 的中 �� 1505（49番人気）
ワイド票数 計 204645 的中 �� 2652（26番人気）�� 8600（6番人気）�� 2527（28番人気）
3連複票数 計 515167 的中 ��� 2933（46番人気）
3連単票数 計 790930 的中 ��� 567（339番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 10，3－11（2，9，13）（5，12）（6，7）－（4，1）＝8 4 10，3（2，9，11）（5，12，13）6，7（4，1）＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャピシーヌ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2012．4．21生 牡2栗 母 ハーベストシーズン 母母 Preparation 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クリーミーボイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

22102 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

47 コスモメリー 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 434＋ 82：01．2 11．2�
714 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 442＋ 62：01．52 6．8�
23 アプレイザル 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：01．81� 43．0�
510 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 494± 0 〃 クビ 147．1�
611 ファイネストアワー 牡3栗 56 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450＋ 4 〃 アタマ 2．2�
11 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B444± 02：01．9� 3．6	
36 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 杉原 誠人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 436－ 22：02．0� 39．1

35 ディーエスプロパー 牡3栗 56 西田雄一郎秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B460± 02：02．1� 201．8�
612 オールドケベック 牝3黒鹿54 江田 照男吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 55．5�
24 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 488－ 62：02．2クビ 10．6
818 コ ア ク マ 牝3鹿 54 柴田 善臣内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 408＋ 22：02．41� 89．7�
48 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B490± 02：02．5� 90．4�
715 ダッシュスライダー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 460－ 22：02．6クビ 77．8�
59 カ ラ ジ ャ ス 牡3黒鹿56 M．エスポジート �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．7� 58．7�

（伊）

713 エリースプラッシュ 牝3栗 54
51 ▲原田 和真谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 440＋ 82：03．23 597．6�

817 コスモミヅハノメ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 426± 02：03．94 155．4�
816 マルケットリー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 474＋ 4 〃 クビ 37．1�
12 ハニーフォンテン 牝3栗 54 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464 ―2：04．85 28．7�

（ツクバサクラコ）

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，269，600円 複勝： 37，922，700円 枠連： 16，886，700円
馬連： 54，988，500円 馬単： 33，213，600円 ワイド： 29，325，500円
3連複： 70，275，100円 3連単： 109，061，000円 計： 378，942，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 270円 � 240円 � 1，010円 枠 連（4－7） 2，800円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，200円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 40，230円 3 連 単 ��� 227，860円

票 数

単勝票数 計 272696 的中 � 19409（5番人気）
複勝票数 計 379227 的中 � 38577（4番人気）� 47428（3番人気）� 8154（10番人気）
枠連票数 計 168867 的中 （4－7） 4663（10番人気）
馬連票数 計 549885 的中 �� 13495（8番人気）
馬単票数 計 332136 的中 �� 3240（20番人気）
ワイド票数 計 293255 的中 �� 6732（8番人気）�� 1428（45番人気）�� 1830（33番人気）
3連複票数 計 702751 的中 ��� 1310（97番人気）
3連単票数 計1090610 的中 ��� 347（503番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．2―13．0―12．5―11．9―11．8―12．2―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．6―48．6―1：01．1―1：13．0―1：24．8―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3

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

16，18（14，15）（13，11，12）（10，17）（4，7）（1，2，5）（3，8）9，6・（16，5）15（18，11）14（7，12）（13，4，10，17）（3，1，8）9（6，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモメリー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2013．7．21 福島5着

2011．3．24生 牝3鹿 母 ダンシングメリー 母母 フジノダンサー 11戦1勝 賞金 9，260，000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 ヘヴンリーシチー号
（非抽選馬） 1頭 クリノハッチャン号
※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。



22103 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

713 アルファアリエス 牡3鹿 54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 452± 01：52．3 27．8�
47 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B496± 01：52．72� 4．4�
712 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 466－ 21：53．12� 4．5�
814 キョウエイマグマ 牡3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 21：53．31� 5．9�
22 マドリードカフェ 牡3黒鹿54 M．エスポジート Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 510＋ 2 〃 ハナ 7．9	
（伊）

34 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474± 01：53．93� 43．5

46 トーセンハリケーン 牡3鹿 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 514± 01：54．0� 3．9�
815 セイントチャンス 牡5鹿 57 内田 博幸内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 488＋ 61：54．21� 55．4
611 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 532± 01：54．83� 54．3�
59 	 ファイアキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 460－ 41：55．54 464．7�
35 レ ア ン デ ル 
4栗 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 476＋ 81：55．6� 102．1�
23 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 福永 祐一藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－ 21：55．8� 11．9�
58 センノイギダー 牡3栗 54 西田雄一郎浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 B468－ 81：56．86 360．5�
11 シゲルトオトウミ 牝3栗 52 江田 照男森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 434－ 61：56．9クビ 18．9�
610 キャストロメファ 牝4鹿 55 柴田 大知手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 458＋ 61：58．28 75．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，129，400円 複勝： 41，882，900円 枠連： 21，446，200円
馬連： 64，227，000円 馬単： 33，085，400円 ワイド： 29，722，300円
3連複： 73，476，500円 3連単： 107，086，900円 計： 398，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 640円 � 190円 � 180円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 15，490円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，450円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 74，220円

票 数

単勝票数 計 271294 的中 � 7800（8番人気）
複勝票数 計 418829 的中 � 13071（8番人気）� 62560（3番人気）� 67214（2番人気）
枠連票数 計 214462 的中 （4－7） 34508（1番人気）
馬連票数 計 642270 的中 �� 8776（21番人気）
馬単票数 計 330854 的中 �� 1601（50番人気）
ワイド票数 計 297223 的中 �� 3898（23番人気）�� 5085（17番人気）�� 17065（2番人気）
3連複票数 計 734765 的中 ��� 7676（23番人気）
3連単票数 計1070869 的中 ��� 1046（246番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―13．1―12．6―12．5―13．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．4―49．5―1：02．1―1：14．6―1：27．7―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3

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

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

アルファアリエス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ゲ イ メ セ ン デビュー 2014．2．2 東京2着

2011．5．4生 牡3鹿 母 アルファエスパー 母母 ダイナジエルソミナ 8戦2勝 賞金 19，700，000円
〔その他〕 キャストロメファ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※センノイギダー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

22104 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第8競走 ��3，250�第16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

712 エーシンホワイティ 牡7鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 512－ 43：32．2 2．6�
610 ヤマカツハクリュウ 牡7芦 60 高田 潤山田 博康氏 松田 博資 浦河 �川 啓一 474－ 43：33．810 11．4�
57 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 2 〃 クビ 22．9�
711 メイショウヨウドウ �6黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 63：34．11� 3．2�
814 メジロサンノウ 牡6黒鹿60 原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞	湖 メジロ牧場 470＋103：34．2クビ 13．3�
46 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－ 63：34．41
 20．9	
34 マイネルフィエスタ 牡4芦 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 506＋ 43：34．61
 15．2

11 ネオレボルーション �8青鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 500－123：34．91� 5．7�
69 � エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 516－123：35．0
 89．1
58 ショウナンカミング 牡6栗 60 山本 康志国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 466－ 63：35．32 64．5�
22 シゲルキョクチョウ 牡6鹿 60 白浜 雄造森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 478－ 83：36．47 36．9�
45 ベロセットレコード 牡4鹿 60 浜野谷憲尚塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478＋ 23：45．3大差 71．3�
813 ピカピカテッタ 牡7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 496－14 （競走中止） 140．2�

（13頭）
33 � アサティスボーイ 牡10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 442－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，779，000円 複勝： 41，013，700円 枠連： 25，713，500円
馬連： 68，872，500円 馬単： 38，654，800円 ワイド： 32，507，300円
3連複： 94，795，400円 3連単： 147，110，700円 計： 479，446，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 260円 � 470円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，360円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 35，100円

票 数

単勝票数 差引計 307790（返還計 5194） 的中 � 92351（1番人気）
複勝票数 差引計 410137（返還計 7444） 的中 � 88371（2番人気）� 38470（4番人気）� 17821（8番人気）
枠連票数 差引計 257135（返還計 720） 的中 （6－7） 24486（3番人気）
馬連票数 差引計 688725（返還計 41104） 的中 �� 32580（5番人気）
馬単票数 差引計 386548（返還計 20827） 的中 �� 11834（7番人気）
ワイド票数 差引計 325073（返還計 19304） 的中 �� 13238（5番人気）�� 6067（17番人気）�� 2924（29番人気）
3連複票数 差引計 947954（返還計100994） 的中 ��� 7219（30番人気）
3連単票数 差引計1471107（返還計148810） 的中 ��� 3038（101番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 48．8－3F 36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
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 2009．6．28 阪神4着

2007．3．27生 牡7鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール 障害：5戦3勝 賞金 53，111，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 アサティスボーイ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ピカピカテッタ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ヤマカツハクリュウ号の騎手高田潤は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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。
（非当選馬） 4頭 ティリアンパープル号・ドリームセーリング号・プレミアムパス号・マッキーバッハ号
（非抽選馬） 2頭 カゼカオル号・クリスクリングル号



22105 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第9競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走14時35分 （ダート・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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 キャニオンバレー 牝4青鹿55 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504－ 41：52．2 6．9�
46 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 462＋ 81：52．83� 7．9�
815 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 516＋ 61：52．9� 11．9�
58 ファンシーミューズ 牝3鹿 52 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478＋181：53．11� 47．0�
47 アドマイヤダリヤ 牡3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 536－ 4 〃 ハナ 3．0�
22 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 3．4	
610 ドラゴンピース 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496＋ 41：53．2� 14．8

34 オーシュペール 牝5鹿 55 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 478± 0 〃 アタマ 112．2�
11 オメガラヴィータ 牝4栗 55 M．エスポジート 原 	子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B464± 01：54．05 63．8

（伊）

611 パワースラッガー 牡3鹿 54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480± 0 〃 ハナ 17．1�
59 ナモンレジェンド 牡3鹿 54 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 502＋101：54．1� 43．9�
23 タイセイローマン 牡5鹿 57 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 516＋181：54．73� 40．1�
35 ゼログラヴィティー 牡5黒鹿57 石橋 脩吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 同着 86．6�
814
 フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 蛯名 正義藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 484＋ 21：55．02 21．2�
713
 キャッツインブーツ 牡9栗 57 田中 勝春山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 526＋ 41：55．21� 174．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，040，600円 複勝： 53，851，700円 枠連： 27，547，000円
馬連： 106，709，800円 馬単： 52，893，600円 ワイド： 43，030，800円
3連複： 119，492，100円 3連単： 191，750，900円 計： 631，316，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 280円 � 270円 � 310円 枠 連（4－7） 1，190円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，650円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 77，660円

票 数

単勝票数 計 360406 的中 � 41550（3番人気）
複勝票数 計 538517 的中 � 50280（4番人気）� 52360（3番人気）� 44897（5番人気）
枠連票数 計 275470 的中 （4－7） 17836（5番人気）
馬連票数 計1067098 的中 �� 21097（14番人気）
馬単票数 計 528936 的中 �� 4948（26番人気）
ワイド票数 計 430308 的中 �� 9256（11番人気）�� 6666（19番人気）�� 7508（15番人気）
3連複票数 計1194921 的中 ��� 6552（46番人気）
3連単票数 計1917509 的中 ��� 1790（237番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―13．4―12．6―12．1―12．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．1―49．5―1：02．1―1：14．2―1：27．0―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

キャニオンバレー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．21 京都5着

2010．3．8生 牝4青鹿 母 ピサノキャニオン 母母 オーパスワン 14戦3勝 賞金 33，032，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラブリースター号
（非抽選馬） 8頭 エアラーテル号・エイトプリンス号・サンリットレイク号・ショウナンラムジ号・スナーククラウン号・

スリータイタン号・ビッグリバティ号・フォンテーヌブロー号
※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。

22106 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第10競走 ��
��1，000�

いなずま

稲妻ステークス
発走15時10分 （芝・直線）
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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

66 �	 フ ギ ン 牝4黒鹿55 内田 博幸一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 450－ 6 54．4 1．6�

44 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508－ 4 〃 クビ 5．7�
22 アンヴァルト 牡7青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 54．61
 8．5�
89 バートラムガーデン 牝5鹿 55 宮崎 北斗�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 456± 0 54．7� 30．1�
77 ローブドヴルール 牝8鹿 55 蛯名 正義�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 514＋ 4 54．91� 5．0�
55 アイムヒアー 牝6鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476± 0 55．11
 23．2	
33 サザンブレイズ 牡6栗 57 江田 照男南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 B480＋ 2 55．2� 61．1

88 ファンファーレ 牝3栗 52 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B476＋ 2 55．41
 16．9�
11 プロスペラスマム 牝7鹿 55 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 518＋ 2 55．93 140．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，027，200円 複勝： 67，416，800円 枠連： 19，164，400円
馬連： 86，860，600円 馬単： 59，746，400円 ワイド： 34，029，900円
3連複： 91，215，800円 3連単： 255，544，900円 計： 655，006，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 400円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 410272 的中 � 197130（1番人気）
複勝票数 計 674168 的中 � 385868（1番人気）� 68128（3番人気）� 54389（4番人気）
枠連票数 計 191644 的中 （4－6） 34494（1番人気）
馬連票数 計 868606 的中 �� 158070（1番人気）
馬単票数 計 597464 的中 �� 78686（1番人気）
ワイド票数 計 340299 的中 �� 46191（2番人気）�� 30712（3番人気）�� 19036（6番人気）
3連複票数 計 912158 的中 ��� 99419（2番人気）
3連単票数 計2555449 的中 ��� 107148（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．4―10．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．5―42．8

上り4F42．4－3F32．3
勝馬の
紹 介

�
	
フ ギ ン 

�
父 Street Sense 

�
母父 Flying Spur

2010．8．30生 牝4黒鹿 母 Aria Pura 母母 Fortunata 9戦4勝 賞金 50，861，000円
初出走 JRA

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　トウカイワイド号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



22107 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，25．8．24以降26．8．24まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

新潟放送賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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

55 インカンテーション 牡4鹿 57 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482＋ 81：50．6 2．8�
810� ランウェイワルツ 牡3栗 52 内田 博幸�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 486＋ 21：50．81� 6．1�
22 ヴォーグトルネード 牡5栗 57 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 01：51．43� 2．4�
78 ツクバコガネオー 	6栗 54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 530＋ 2 〃 クビ 24．9�
89 タイムズアロー 牡6栗 55 戸崎 圭太 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：51．5
 12．2�
77 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 53 蛯名 正義小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B496－ 21：51．6� 69．5	
33 マイネルクロップ 牡4芦 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 504＋ 21：51．7クビ 21．4�
66 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 53 北村 宏司前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 488－ 21：52．02 161．8�
44 タイセイスティング 牡5栗 55 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 522＋ 81：52．85 12．9
11 ジョヴァンニ 牡5栗 55 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508± 01：54．39 18．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 85，186，100円 複勝： 105，600，500円 枠連： 49，335，500円
馬連： 253，991，800円 馬単： 139，173，500円 ワイド： 97，351，000円
3連複： 292，609，600円 3連単： 655，144，500円 計： 1，678，392，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 320円 �� 170円 �� 290円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 851861 的中 � 240591（2番人気）
複勝票数 計1056005 的中 � 239121（2番人気）� 147312（3番人気）� 265844（1番人気）
枠連票数 計 493355 的中 （5－8） 60562（3番人気）
馬連票数 計2539918 的中 �� 207963（2番人気）
馬単票数 計1391735 的中 �� 68820（3番人気）
ワイド票数 計 973510 的中 �� 67751（3番人気）�� 171836（1番人気）�� 76619（2番人気）
3連複票数 計2926096 的中 ��� 283693（1番人気）
3連単票数 計6551445 的中 ��� 108424（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．3―12．0―12．2―13．2―13．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―34．3―46．3―58．5―1：11．7―1：25．1―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
1＝4－9，5（7，8）10－6，3－2・（1，4）－5，9（7，8）10＝（2，3）－6

2
4
1＝4＝（5，9）－（7，8）－10－6－3－2
4，5，9（1，7，8）10－（2，3）－6

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡4鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 16戦5勝 賞金 120，307，000円

22108 8月30日 晴 良 （26新潟2）第9日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

714 カフェブリリアント 牝4栗 55 戸崎 圭太西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 21：35．1 3．2�
816 ラインハーディー 牝3栗 52 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 クビ 22．5�
12 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 81：35．2クビ 24．7�
47 デスティニーラブ 牝3黒鹿 52

49 ▲石川裕紀人金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 438＋101：35．3� 205．9�
48 キーンソード 牡3黒鹿54 北村 宏司佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 460＋ 4 〃 クビ 15．4�
612� アクアライン 牝5黒鹿55 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 466＋ 4 〃 ハナ 57．0	
59 アーマークラッド 牡4栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：35．4クビ 5．3

24 ワープドライブ 牡4鹿 57 M．エスポジート �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462－ 21：35．5� 15．7�

（伊）

715 ヴィータアレグリア 牝3黒鹿 52
49 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 クビ 44．9

713 ラジオデイズ 牡3青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 32．2�
23 アンジェリック 牝3鹿 52 横山 典弘有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 456－ 2 〃 ハナ 9．1�
818 ヴェルジョワーズ 牝3鹿 52 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋161：35．6クビ 12．6�
36 シャンボールフィズ 牝5鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 426－14 〃 アタマ 18．7�
611 コ リ ー ヌ 牝5鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 460＋ 2 〃 アタマ 6．6�
35 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 474± 0 〃 ハナ 25．7�
510 カカアデンカ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B456± 01：35．7� 295．3�
817 ファイナルブロー 牡3鹿 54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 424＋ 61：35．8� 66．8�
11 � ポールシッター 牡4青鹿57 江田 照男平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 448－151：35．9� 80．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，124，600円 複勝： 101，179，300円 枠連： 49，461，800円
馬連： 169，846，400円 馬単： 82，221，100円 ワイド： 81，555，900円
3連複： 220，190，500円 3連単： 336，600，100円 計： 1，103，179，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 470円 � 600円 枠 連（7－8） 1，010円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，650円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 28，540円 3 連 単 ��� 116，930円

票 数

単勝票数 計 621246 的中 � 154761（1番人気）
複勝票数 計1011793 的中 � 208821（1番人気）� 48286（8番人気）� 36751（11番人気）
枠連票数 計 494618 的中 （7－8） 37722（4番人気）
馬連票数 計1698464 的中 �� 34119（11番人気）
馬単票数 計 822211 的中 �� 11059（15番人気）
ワイド票数 計 815559 的中 �� 16048（11番人気）�� 12823（14番人気）�� 3113（70番人気）
3連複票数 計2201905 的中 ��� 5785（92番人気）
3連単票数 計3366001 的中 ��� 2087（362番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．4―12．9―12．2―11．4―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．6―49．5―1：01．7―1：13．1―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．4
3 7，12（8，11，13）（6，15）（9，16）3（5，10）（1，4，17）（2，18）14 4 7，12（8，13）（11，15）（6，16）9（3，10，17）（5，18）（1，4）2，14

勝馬の
紹 介

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝4栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 12戦3勝 賞金 32，096，000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。
（非抽選馬） 1頭 シンボリネルソン号
※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。

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 8日第 12 競走）
〔その他〕　　マーセブナカヤマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　マーセブナカヤマ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26

年 9月24日まで出走できない。



（26新潟2）第9日 8月30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 172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

243，110，000円
7，060，000円
1，830，000円
22，060，000円
63，878，000円
6，433，400円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
407，865，900円
598，116，900円
277，155，400円
1，013，627，000円
564，958，200円
454，026，400円
1，223，950，700円
2，198，955，400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 6，738，655，900円

総入場人員 9，012名 （有料入場人員 7，533名）
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