
21001 7月28日 曇 良 （30新潟2）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左）

牝，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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

11 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 440－ 61：22．8 4．9�
33 ビスタストリカ 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：22．9� 4．1�
58 トーセンリスト 牝2栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 432± 01：23．32� 8．1�
610 ミヤコローズ 牝2鹿 54 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 432± 0 〃 ハナ 4．5�
45 ルーナセレナータ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 422＋ 81：23．51 19．1	
57 レディードリー 牝2青鹿54 内田 博幸小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 416－101：23．6� 9．5

69 メイスンハナフブキ 牝2鹿 54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 422－ 81：23．91� 7．4�
34 ナムラオルガ 牝2青鹿54 北村 宏司奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 436± 01：24．11� 12．6�
711 ダンスナンバー 牝2栗 54 丸田 恭介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432－ 41：24．63 173．8
814 ラ タ ウ ィ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 430－ 41：25．02� 145．6�
712 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 442－ 81：25．21� 113．1�
22 ベアラッキー 牝2栗 54 横山 和生熊木 浩氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 434± 01：25．62� 308．7�
813 ピンクフラミンゴ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 422－ 81：25．7� 205．7�

46 シゲルカーネリアン 牝2黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 長浜 秀昭 438＋ 21：26．12� 303．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，362，500円 複勝： 47，521，400円 枠連： 12，731，200円
馬連： 54，276，100円 馬単： 25，605，200円 ワイド： 35，655，100円
3連複： 75，723，900円 3連単： 91，936，000円 計： 368，811，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 170円 � 220円 枠 連（1－3） 990円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 560円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 253625 的中 � 42730（3番人気）
複勝票数 計 475214 的中 � 75472（3番人気）� 76524（2番人気）� 50782（5番人気）
枠連票数 計 127312 的中 （1－3） 9963（5番人気）
馬連票数 計 542761 的中 �� 39373（2番人気）
馬単票数 計 256052 的中 �� 8036（6番人気）
ワイド票数 計 356551 的中 �� 23441（2番人気）�� 15976（6番人気）�� 13688（9番人気）
3連複票数 計 757239 的中 ��� 22513（7番人気）
3連単票数 計 919360 的中 ��� 5104（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―23．9―35．7―48．0―59．8―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 ・（1，4）（3，8）（5，11）（2，7，10）14，9，13－12－6 4 1（4，8）3（5，11）（2，7，10）（9，14）－13，12，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナーゲルリング �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．6．2 東京4着

2016．4．6生 牝2黒鹿 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 4戦1勝 賞金 8，100，000円

21002 7月28日 曇 良 （30新潟2）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2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 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

713 ニシノフルバンク 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B488－ 41：13．6 5．6�
58 グレートデー 牡2黒鹿54 M．デムーロ �スピードファーム田中 博康 新冠 スピードフアーム 486± 01：14．23� 2．7�
611 マイネルバトゥータ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 452－ 4 〃 ハナ 15．3�
46 アンジェリーブル 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434± 0 〃 クビ 4．0�
815 マイネルサンタアナ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：14．3� 136．7	
34 ワークアンドリッチ 牡2鹿 54 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 佐藤牧場 458－ 41：14．62 21．3

22 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 446＋ 41：14．81 217．4�
35 グランデメッシ 牡2黒鹿54 津村 明秀 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 平取 高橋 啓 484－ 6 〃 アタマ 5．9�
47 マイネルナイペス 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 41：15．01	 30．3
610 バームクーヘン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 464－ 61：15．21	 228．8�
11 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 横山 和生香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 424－141：15．4� 280．6�
814 コケラオトシ 牡2栗 54

52 △藤田菜七子岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 438－ 21：16．57 128．0�
712 キ ュ リ オ ス 牡2栗 54 大野 拓弥中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 442＋ 81：16．6� 21．5�
23 シゲルアマゾナイト 牡2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 440－ 61：17．55 200．9�
59 チ ク リ 牡2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 496－ 4 （競走中止） 292．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，897，400円 複勝： 47，347，900円 枠連： 11，491，900円
馬連： 47，256，600円 馬単： 23，578，800円 ワイド： 32，281，700円
3連複： 64，782，400円 3連単： 79，012，900円 計： 333，649，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 150円 � 280円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 11，160円

票 数

単勝票数 計 278974 的中 � 41932（3番人気）
複勝票数 計 473479 的中 � 76095（3番人気）� 91580（2番人気）� 35439（5番人気）
枠連票数 計 114919 的中 （5－7） 13926（3番人気）
馬連票数 計 472566 的中 �� 46396（2番人気）
馬単票数 計 235788 的中 �� 9702（5番人気）
ワイド票数 計 322817 的中 �� 27064（3番人気）�� 13312（6番人気）�� 12345（9番人気）
3連複票数 計 647824 的中 ��� 22548（6番人気）
3連単票数 計 790129 的中 ��� 5132（31番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．1―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．7―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノフルバンク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．6．30 福島2着

2016．4．16生 牡2栗 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 コケラオトシ号の騎手武藤雅は，負傷のため藤田菜七子に変更。
〔競走中止〕 チクリ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 チクリ号の調教師伊藤正徳は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000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 セドナ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第１日



21003 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1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）

牝，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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 リンガスビンゴ 牝3黒鹿54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 508－ 21：55．0 3．0�
610 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 21：55．1� 22．3�
59 アポロプリンセス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B478± 01：55．41� 19．7�
58 ヴォレダンルシエル 牝3青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B432＋ 21：55．5� 2．7�
34 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 444＋ 21：55．81� 63．2	
713 サムシングクール 牝3鹿 54 北村 宏司桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 440＋ 2 〃 ハナ 21．4

23 ディーズファクター 牝3青鹿54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：56．75 7．5�
611 シバノモスキー 牝3黒鹿54 西田雄一郎柴 一男氏 星野 忍 新冠 パカパカ

ファーム 438＋ 21：57．02 232．7�
46 セレブレイトダンス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 428－ 21：57．95 70．4
22 ア イ リ ス ト 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 434＋ 71：58．22 80．4�
47 デルマキルシュ 牝3黒鹿54 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 496＋ 21：58．3クビ 277．4�
815 リードソロモン 牝3鹿 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 山本 昇寿 438－ 21：58．4� 491．5�
35 デルニエリアリテ 牝3鹿 54 福永 祐一山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 498＋ 21：59．14 5．3�
11 ネイルドイット 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 438－ 61：59．95 53．6�
814 タイセイステラ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 490＋ 2 （競走中止） 31．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，359，400円 複勝： 41，242，200円 枠連： 11，693，900円
馬連： 50，973，400円 馬単： 25，437，100円 ワイド： 36，073，800円
3連複： 66，187，800円 3連単： 88，824，400円 計： 346，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 600円 � 410円 枠 連（6－7） 3，250円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，030円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 67，360円

票 数

単勝票数 計 263594 的中 � 69235（2番人気）
複勝票数 計 412422 的中 � 93444（1番人気）� 14286（8番人気）� 22621（5番人気）
枠連票数 計 116939 的中 （6－7） 2785（11番人気）
馬連票数 計 509734 的中 �� 10201（14番人気）
馬単票数 計 254371 的中 �� 3350（20番人気）
ワイド票数 計 360738 的中 �� 7049（13番人気）�� 9215（10番人気）�� 2064（34番人気）
3連複票数 計 661878 的中 ��� 3153（44番人気）
3連単票数 計 888244 的中 ��� 956（184番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．3―14．2―12．9―12．6―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．9―52．1―1：05．0―1：17．6―1：30．2―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リンガスビンゴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2018．4．15 中山5着

2015．3．13生 牝3黒鹿 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 6戦1勝 賞金 10，500，000円
〔騎手変更〕 デルニエリアリテ号の騎手武藤雅は，負傷のため福永祐一に変更。
〔競走中止〕 タイセイステラ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため1コーナー通過後に競走中止。

21004 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

816� セイウンアカマイ 牝3栗 54 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 米
Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

442－ 41：09．0 7．8�
715 モ シ モ 牝3栗 54 戸崎 圭太小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 436± 0 〃 クビ 19．5�
818 グッドジュエリー 牝3芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 454＋ 41：09．1� 24．3�
47 ファーベライト 牝3黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 476＋ 81：09．2� 3．0�
714 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 486－12 〃 アタマ 2．2�
35 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 470＋ 2 〃 ハナ 15．4

36 グロウアイリス 牝3栗 54 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 408－ 81：09．41� 197．4�
611 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 432＋ 21：09．5� 25．8�
59 メジャードリーム 牝3鹿 54 北村 宏司田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 29．1
23 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 横山 和生藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 500＋ 61：09．6� 29．8�
12 コ コ ロ ザ シ 	3鹿 56 嘉藤 貴行	ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 434＋ 6 〃 アタマ 154．4�
817 ミルクアンドハニー 牝3青鹿54 西田雄一郎薪浦 亨氏 武市 康男 安平 吉田 三郎 436－ 81：09．7
 428．2�
48 スピードウイング 牡3鹿 56 津村 明秀池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 456－ 21：09．8� 337．1�
11 シャイニンオスカー 牝3黒鹿54 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－ 61：09．9
 27．7�
24 フォールライン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 404－ 21：10．11� 415．6�
713 ウェストレー 牝3栗 54

52 △藤田菜七子 	サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 388± 0 〃 アタマ 102．1�
612 ドロップゴール 牡3栃栗 56

53 ▲木幡 育也近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B500－141：10．2クビ 78．4�
510 トミケンフィーナ 牝3鹿 54 丹内 祐次冨樫 賢二氏 竹内 正洋 新ひだか 田中 裕之 420＋ 4 （競走中止） 657．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，508，700円 複勝： 55，230，400円 枠連： 15，032，500円
馬連： 62，202，000円 馬単： 31，979，000円 ワイド： 45，270，500円
3連複： 89，259，300円 3連単： 108，621，300円 計： 441，103，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 330円 � 450円 � 620円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，890円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 38，290円 3 連 単 ��� 182，290円

票 数

単勝票数 計 335087 的中 � 34151（3番人気）
複勝票数 計 552304 的中 � 47696（3番人気）� 31887（5番人気）� 22081（7番人気）
枠連票数 計 150325 的中 （7－8） 22563（2番人気）
馬連票数 計 622020 的中 �� 6423（19番人気）
馬単票数 計 319790 的中 �� 2012（33番人気）
ワイド票数 計 452705 的中 �� 6345（18番人気）�� 4018（22番人気）�� 3565（25番人気）
3連複票数 計 892593 的中 ��� 1748（80番人気）
3連単票数 計1086213 的中 ��� 432（401番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．1―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンアカマイ �
�
父 Animal Kingdom �

�
母父 Forest Camp デビュー 2017．10．29 東京3着

2015．4．2生 牝3栗 母 Yachats 母母 You’renotlistening 8戦1勝 賞金 9，900，000円
〔騎手変更〕 モシモ号の騎手武藤雅は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔競走中止〕 トミケンフィーナ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 フォールライン号の騎手山田敬士は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

マサノアッレーグラ号の騎手田辺裕信は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 トミケンフィーナ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



21005 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1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

33 グ レ イ シ ア 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448 ―1：21．6 4．7�
813 グリーンティー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 420 ―1：22．66 22．5�
710 ミ チ ビ キ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 452 ―1：23．02� 67．5�
812 ミ ト ロ ジ ー 牡2栗 54 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464 ―1：23．53 2．1�
57 エターナルメモリー 牝2青 54 三浦 皇成杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 460 ―1：23．92� 24．0	
11 タイセイセイヴァー 牡2鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 アタマ 3．4

44 ソ ラ タ カ ク 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 小泉牧場 390 ―1：24．11� 103．8�
711 フラワーリース 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 450 ―1：24．74 269．7�
68 リュウノイブキ 牡2黒鹿54 大野 拓弥二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 494 ― 〃 クビ 19．8
45 プラサデトロス 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 502 ―1：25．12� 71．4�
56 ラッキーファインド 牝2黒鹿54 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 浦河 グランデファーム 420 ―1：25．52� 211．8�
22 マイネルライズ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 日高 庫宝牧場 494 ― 〃 クビ 187．1�
69 シゲルルビー 牝2黒鹿54 石川裕紀人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454 ―1：28．2大差 28．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，899，100円 複勝： 34，071，400円 枠連： 11，736，700円
馬連： 47，446，300円 馬単： 27，779，100円 ワイド： 29，882，600円
3連複： 59，127，700円 3連単： 94，748，900円 計： 340，691，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 380円 � 1，000円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，290円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 32，670円 3 連 単 ��� 109，200円

票 数

単勝票数 計 358991 的中 � 62631（3番人気）
複勝票数 計 340714 的中 � 62183（3番人気）� 21955（5番人気）� 7177（8番人気）
枠連票数 計 117367 的中 （3－8） 21203（2番人気）
馬連票数 計 474463 的中 �� 11251（11番人気）
馬単票数 計 277791 的中 �� 3485（16番人気）
ワイド票数 計 298826 的中 �� 8327（11番人気）�� 3326（20番人気）�� 1396（33番人気）
3連複票数 計 591277 的中 ��� 1357（72番人気）
3連単票数 計 947489 的中 ��� 629（242番人気）

ハロンタイム 12．8―10．5―10．9―11．7―12．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．3―34．2―45．9―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ レ イ シ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2016．1．26生 牝2鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月28日まで平地競

走に出走できない。
※グレイシア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21006 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

813 ケイツーリラ 牝3青鹿54 大野 拓弥楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 432＋ 21：54．8 5．0�
57 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B500－ 41：55．22� 3．9�
712 サトノプレスト 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B478± 01：55．83� 8．0�
45 サ ン ベ ン ド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �加藤ステーブル 小島 茂之 新冠 ラツキー牧場 456－101：56．01 10．8�
814 メモリーブレッド 牡3鹿 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B506－ 21：56．1� 49．3�
69 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484± 01：56．41� 47．0	
610 キャプチュード 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 462－ 2 〃 クビ 8．6

711 ヒ ズ ラ イ フ 牡3鹿 56 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494－ 21：56．72 36．9�
11 ブルベアエゴマ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 430± 01：56．91� 15．0
34 ウインドトレイル 牡3黒鹿 56

54 △藤田菜七子�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 462－ 21：57．0� 13．6�
33 ハロービギン 牡3鹿 56 菅原 隆一大原 詔宏氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社

大原ファーム 448－ 61：57．21 360．7�
46 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 458± 01：57．51� 27．2�
58 キッズジョリー 牡3栗 56 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 502＋121：57．6� 4．5�
22 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 B474－ 41：58．45 373．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，750，200円 複勝： 45，286，500円 枠連： 15，197，700円
馬連： 54，812，700円 馬単： 25，726，300円 ワイド： 39，573，600円
3連複： 75，526，400円 3連単： 84，486，100円 計： 366，359，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 140円 � 190円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 590円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 257502 的中 � 41105（3番人気）
複勝票数 計 452865 的中 � 69715（2番人気）� 91029（1番人気）� 53202（4番人気）
枠連票数 計 151977 的中 （5－8） 25271（1番人気）
馬連票数 計 548127 的中 �� 44192（1番人気）
馬単票数 計 257263 的中 �� 9429（4番人気）
ワイド票数 計 395736 的中 �� 33068（1番人気）�� 16213（5番人気）�� 22496（3番人気）
3連複票数 計 755264 的中 ��� 29371（2番人気）
3連単票数 計 844861 的中 ��� 6081（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．0―13．6―13．0―12．0―13．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．3―50．9―1：03．9―1：15．9―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4F50．9―3F38．9
1
3
・（4，8）（1，10，11）（5，6，9）12－13－（2，14）3，7・（4，8）（13，14）（11，9，7）1（10，12）（5，6）＝3，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイツーリラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．9．2 札幌4着

2015．4．24生 牝3青鹿 母 ペニーウエイト 母母 マ ロ ー ラ 9戦1勝 賞金 8，700，000円
〔騎手変更〕 キャプチュード号の騎手武藤雅は，負傷のため山田敬士に変更。



21007 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時25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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 ウェストブルック 牡3黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 41：46．5 1．8�
59 ラ テ ィ カ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 492＋ 41：46．6� 4．3�
612 アオイリョウマ 牡3鹿 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 434－101：47．02� 22．7�
816 セ ル ゲ イ 牡3芦 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478－121：47．21	 18．4�
24 ディアローグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 青木 孝文 新ひだか 木村 秀則 488－ 41：47．3クビ 17．5	
714 ミスターオーネット 牡3栗 56 江田 照男醍醐 伸之氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 4 〃 アタマ 103．4

11 マイネルテンプス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 21：47．51	 27．8�
510 レコンキスタシチー 牡3栗 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 浦河 桑田牧場 470± 01：47．92� 191．9�
48 メ イ ロ ビ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 454－ 8 〃 クビ 317．1
715 ルビーロマン 牡3鹿 56 丸田 恭介畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 488－ 81：48．0� 367．7�
36 ムーランジュビリー 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474＋201：48．31� 8．1�
47 マイネルセッカ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 ハナ 178．0�

818 アナザーサイレンス 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也岡田 壮史氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B470± 0 〃 クビ 371．7�

713
 ボンナキュイ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 愛 Michael

McGlynn 464＋ 21：48．51 336．4�
35 ド ゥ マ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 博憲 日高 チャンピオン

ズファーム 488＋ 41：48．71	 9．5�
817 サヴォアフェール 牝3鹿 54 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 418－ 41：49．02 317．4�
611 ゲンパチカガヤキ 牡3栗 56 西田雄一郎平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 前川 正美 B460＋ 41：49．21 295．8�
12 オートヴィル 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド B490－ 61：56．9大差 51．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，057，800円 複勝： 51，943，700円 枠連： 18，859，500円
馬連： 68，663，400円 馬単： 34，120，100円 ワイド： 45，222，100円
3連複： 84，448，700円 3連単： 119，265，000円 計： 460，580，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 250円 枠 連（2－5） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 170円 �� 570円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 380578 的中 � 166104（1番人気）
複勝票数 計 519437 的中 � 189870（1番人気）� 95444（2番人気）� 30215（5番人気）
枠連票数 計 188595 的中 （2－5） 41021（1番人気）
馬連票数 計 686634 的中 �� 140146（1番人気）
馬単票数 計 341201 的中 �� 45613（1番人気）
ワイド票数 計 452221 的中 �� 84521（1番人気）�� 17524（6番人気）�� 15651（9番人気）
3連複票数 計 844487 的中 ��� 40853（3番人気）
3連単票数 計1192650 的中 ��� 21429（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―12．5―12．6―12．3―11．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．7―47．2―59．8―1：12．1―1：23．9―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェストブルック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2018．6．16 東京3着

2015．3．24生 牡3黒鹿 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ミスターオーネット号の騎手武藤雅は，負傷のため江田照男に変更。
〔その他〕 オートヴィル号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

21008 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 クイーンズテソーロ 牝3栗 52
51 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 452＋121：11．6 15．0�
611 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496＋ 21：11．7� 4．7�
713 スビールアスール 牝4黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 476± 0 〃 ハナ 7．8�
34 ダークプリンセス 牝4青鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：11．8� 10．5�
58 マローネメタリコ 牝3栗 52 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 514＋281：11．9� 13．1	
610 テンプルツリー 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 458＋ 21：12．21� 99．9

35 メイショウアテン 牝4鹿 55 戸崎 圭太松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 464± 01：12．3� 19．6�
46 シ ス ル 牝3青 52

49 ▲木幡 育也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 482＋ 6 〃 クビ 4．8�
47 サンクタリリアス 牝6芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 484－ 81：12．4クビ 109．2
815 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 福永 祐一エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 496＋12 〃 ハナ 6．4�
23 � タ ン ゴ 牝4鹿 55 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 524＋181：12．61	 8．2�
22 シャインカメリア 牝3芦 52

50 △藤田菜七子皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 466＋ 41：12．7� 11．0�
814� トラストエンジェル 牝4黒鹿55 田中 勝春菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 432＋101：12．8クビ 210．5�
712 ロジヒューズ 牝3鹿 52 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 472± 01：13．22� 41．8�
11 ア マ ノ ガ ワ 牝4黒鹿55 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B434－ 81：14．47 197．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，165，600円 複勝： 64，717，100円 枠連： 22，865，200円
馬連： 98，257，400円 馬単： 37，708，600円 ワイド： 62，260，200円
3連複： 126，359，900円 3連単： 144，330，900円 計： 598，664，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 330円 � 160円 � 260円 枠 連（5－6） 1，580円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，950円 �� 650円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 60，270円

票 数

単勝票数 計 421656 的中 � 22369（9番人気）
複勝票数 計 647171 的中 � 43502（8番人気）� 126338（1番人気）� 61247（4番人気）
枠連票数 計 228652 的中 （5－6） 11149（7番人気）
馬連票数 計 982574 的中 �� 21557（15番人気）
馬単票数 計 377086 的中 �� 4099（29番人気）
ワイド票数 計 622602 的中 �� 17469（9番人気）�� 7869（30番人気）�� 25774（3番人気）
3連複票数 計1263599 的中 ��� 11055（30番人気）
3連単票数 計1443309 的中 ��� 1736（234番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．5―12．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．6―46．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 15（6，9）11，2，13，10，8（4，12）5，1－（7，3）－14 4 15，9（6，11）（2，13）（10，8）4（5，12）1（7，3）－14

勝馬の
紹 介

クイーンズテソーロ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．22 福島5着

2015．4．6生 牝3栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 9戦2勝 賞金 23，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 スビールアスール号の騎手武藤雅は，負傷のため大野拓弥に変更。



21009 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第9競走 ��1，000�
せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時35分 （芝・直線）

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

815 ジュリーハーツ 牝3黒鹿52 津村 明秀林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 B474－ 8 54．9 8．6�
817� モアナブルー 牝4栗 55 三浦 皇成平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 4 〃 クビ 4．3�
23 ココロストライク 牝3栗 52 丹内 祐次�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 468＋ 4 55．11 17．7�
24 ハッピーランラン 牝4鹿 55 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 23．8�
47 スノードーナツ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 476± 0 55．31� 24．8�
11 ファイブフォース 牝4鹿 55 原田 和真�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋ 2 〃 クビ 7．2	
12 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿55 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 456－ 4 55．4	 24．3

713 フジマサアクトレス 牝5鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B464－12 55．5	 12．1�
36 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 52 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 468± 0 55．7	 27．3�
35 � ブライトンピア 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B456＋ 2 〃 クビ 10．7
714 ノーブルプルート 牝4鹿 55 大野 拓弥吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 472－ 2 〃 ハナ 4．7�
59 � タキオンレイ 牝4栗 55 横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 484＋ 2 55．8クビ 21．0�
612 レ ト リ ッ ク 牡3芦 54 藤田菜七子 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 438－ 4 56．01� 17．3�
48 � ペッシュカネル 牝5栗 55 嘉藤 貴行清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 バンブー牧場 432＋ 4 〃 ハナ 89．7�
816 ケイティクエスト 牡4鹿 57 丸田 恭介瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 462＋ 4 56．1
 34．4�
510� ワンダフルボーラー 牡5鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B494－ 8 〃 クビ 51．5�

（16頭）
611 ウ ー マ ッ ハ 牝4鹿 55 西田雄一郎鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 478± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，490，400円 複勝： 45，941，000円 枠連： 31，344，100円
馬連： 68，029，700円 馬単： 27，937，800円 ワイド： 46，280，300円
3連複： 82，665，900円 3連単： 92，129，100円 計： 426，818，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 170円 � 480円 枠 連（8－8） 2，310円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，160円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 13，540円 3 連 単 ��� 66，860円

票 数

単勝票数 差引計 324904（返還計100725） 的中 � 30177（4番人気）
複勝票数 差引計 459410（返還計120713） 的中 � 43279（4番人気）� 85316（1番人気）� 20530（8番人気）
枠連票数 差引計 313441（返還計 8058） 的中 （8－8） 10495（8番人気）
馬連票数 差引計 680297（返還計449036） 的中 �� 24362（3番人気）
馬単票数 差引計 279378（返還計185459） 的中 �� 4655（9番人気）
ワイド票数 差引計 462803（返還計245616） 的中 �� 16297（2番人気）�� 5384（25番人気）�� 6089（21番人気）
3連複票数 差引計 826659（返還計874145） 的中 ��� 4576（37番人気）
3連単票数 差引計 921291（返還計1044325） 的中 ��� 999（167番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．4―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．5―43．1

上り4F42．9－3F32．8
勝馬の
紹 介

ジュリーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2017．8．19 札幌6着

2015．4．24生 牝3黒鹿 母 ラブジュリエット 母母 ホッコーオウカ 6戦2勝 賞金 17，178，000円
〔騎手変更〕 ノーブルプルート号の騎手武藤雅は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔競走除外〕 ウーマッハ号は，馬場入場後に疾病〔鼻出血〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止〕 ウーマッハ号は，健康に支障があるため平成30年7月29日から平成30年8月27日まで出走停止。

21010 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 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

月岡温泉観光協会賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

611 ヴゼットジョリー 牝4黒鹿55 石橋 脩 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 468－ 41：33．3 7．9�
35 ダイアトニック 牡3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 472＋ 4 〃 アタマ 2．8�
814 エルビッシュ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：33．4� 6．5�
34 クリアザトラック 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 クビ 4．6�
46 ランウェイデビュー 牝3鹿 52 石川裕紀人吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 61：33．5� 16．8	
11 	 アーチキング 
5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 520± 01：33．71� 7．9

47 イレイション 牡6栗 57 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋141：33．91 21．0�
815 サバイバルポケット 牝5鹿 55 丸田 恭介福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 クビ 62．8�
23 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 三浦 皇成万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 486－16 〃 ハナ 29．7
712 コスモヨハネ 牡6栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 496＋ 21：34．11� 54．0�
610 ペルソナリテ 牝5鹿 55 木幡 巧也 �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 432＋10 〃 クビ 39．2�
713 ピースユニヴァース 牡3鹿 54 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 472＋ 41：34．2� 18．4�
58 ロードライト 牝3青鹿52 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 416－101：34．41� 240．8�
59 ロ ス カ ボ ス 牡5黒鹿57 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 500± 01：34．61� 93．8�
22 ヒシコスマー 
3黒鹿54 大野 拓弥阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 480－ 21：35．24 119．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，061，000円 複勝： 97，343，500円 枠連： 32，991，400円
馬連： 161，458，200円 馬単： 61，021，900円 ワイド： 94，173，100円
3連複： 207，850，600円 3連単： 255，528，100円 計： 971，427，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 160円 � 180円 枠 連（3－6） 650円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，040円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 19，820円

票 数

単勝票数 計 610610 的中 � 61815（4番人気）
複勝票数 計 973435 的中 � 84388（5番人気）� 187505（1番人気）� 138453（3番人気）
枠連票数 計 329914 的中 （3－6） 39037（2番人気）
馬連票数 計1614582 的中 �� 118214（2番人気）
馬単票数 計 610219 的中 �� 14851（8番人気）
ワイド票数 計 941731 的中 �� 50203（4番人気）�� 21904（11番人気）�� 50784（3番人気）
3連複票数 計2078506 的中 ��� 53386（6番人気）
3連単票数 計2555281 的中 ��� 9344（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．6―12．0―10．9―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．9―48．5―1：00．5―1：11．4―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F32．8
3 15－11，7（5，6，8）（4，10）2（1，12）14（3，9）－13 4 15－11（5，7）（6，8）（4，10）（1，2，12）（3，14）9，13

勝馬の
紹 介

ヴゼットジョリー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京1着

2014．2．28生 牝4黒鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 9戦3勝 賞金 68，417，000円
〔騎手変更〕 ペルソナリテ号の騎手武藤雅は，負傷のため木幡巧也に変更。



21011 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1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，29．7．29以降30．7．22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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 グローリーヴェイズ 牡3黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 21：56．6 1．9�
810 ベアインマインド 牝5鹿 52 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：56．81� 88．1�
66 アッフィラート 牝5鹿 53 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：57．01� 6．4�
89 サンティール 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：57．21� 3．4�
33 コパノマリーン 牝5鹿 52 丸田 恭介小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 2 〃 クビ 16．5�
78 マイネルラフレシア 牡5栗 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：57．52 71．5

11 ルネイション 牝5黒鹿52 津村 明秀ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：57．6クビ 6．6�
77 オウケンブラック 牡7鹿 54 田辺 裕信福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B480＋ 21：58．13 42．7�
22 パワーポケット 牡6黒鹿54 江田 照男柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 534± 01：58．52	 41．7
55 
 ガーニーフラップ 牡5鹿 51 木幡 巧也横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 484± 01：59．77 326．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 92，263，000円 複勝： 116，289，000円 枠連： 32，761，400円
馬連： 213，182，500円 馬単： 113，497，200円 ワイド： 100，467，200円
3連複： 261，165，500円 3連単： 580，796，400円 計： 1，510，422，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 890円 � 190円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 300円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 41，200円

票 数

単勝票数 計 922630 的中 � 383614（1番人気）
複勝票数 計1162890 的中 � 524766（1番人気）� 16375（9番人気）� 118718（4番人気）
枠連票数 計 327614 的中 （4－8） 82825（1番人気）
馬連票数 計2131825 的中 �� 25407（16番人気）
馬単票数 計1134972 的中 �� 10716（21番人気）
ワイド票数 計1004672 的中 �� 11507（19番人気）�� 100640（2番人気）�� 6717（27番人気）
3連複票数 計2611655 的中 ��� 27332（20番人気）
3連単票数 計5807964 的中 ��� 10220（109番人気）

ハロンタイム 13．0―10．5―11．0―11．3―11．9―12．3―11．8―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．5―34．5―45．8―57．7―1：10．0―1：21．8―1：33．3―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 ・（2，7）－10－（4，3）－（6，9）－8，1－5 4 ・（2，7）10－（4，3）（6，9）（1，8）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グローリーヴェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2017．10．1 中山1着

2015．3．2生 牡3黒鹿 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 5戦2勝 賞金 52，676，000円

21012 7月28日 晴 良 （30新潟2）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 モルゲンロート 牡5鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 01：11．1 4．8�
610 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 476－ 41：11．52� 14．4�
34 シセイタケル 牡3栗 54 内田 博幸猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 462＋ 61：11．6クビ 13．1�
58 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－ 2 〃 アタマ 13．2�
59 シャインヴィットゥ 牡4芦 57

55 △藤田菜七子皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470－ 41：11．81� 5．2�
815 エ ン パ シ ー 牡4青鹿57 戸崎 圭太岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 476－ 21：11．9� 20．7	
11 	 フレンチイデアル 牡5鹿 57 M．デムーロ杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 500－ 21：12．0� 4．3

814 ヒシデルマー 牡4黒鹿57 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 530＋ 61：12．21� 11．6�
46 オ ー ル イ ン 牡4鹿 57 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 432－ 61：12．51� 250．5�
23 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 52 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：12．81� 37．4
712 イ ザ 牡5鹿 57 田辺 裕信松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B496＋ 41：12．9� 6．0�
47 ベストインザスカイ 牡5鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 41：13．0� 163．7�
35 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 丸田 恭介�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 490＋181：13．1クビ 138．9�
22 ロードコメット 
4栗 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 516＋ 21：13．2� 17．7�
713 ボ ル ド ー 牡5栗 57 石川裕紀人�パニオロ 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 524－ 41：13．73 233．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，995，100円 複勝： 107，052，000円 枠連： 41，326，400円
馬連： 166，039，600円 馬単： 65，491，500円 ワイド： 110，041，600円
3連複： 232，383，800円 3連単： 297，870，200円 計： 1，091，200，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 410円 � 410円 枠 連（6－6） 3，010円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，050円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 43，560円

票 数

単勝票数 計 709951 的中 � 117496（2番人気）
複勝票数 計1070520 的中 � 198565（1番人気）� 60610（7番人気）� 60458（8番人気）
枠連票数 計 413264 的中 （6－6） 10607（15番人気）
馬連票数 計1660396 的中 �� 50719（7番人気）
馬単票数 計 654915 的中 �� 11621（14番人気）
ワイド票数 計1100416 的中 �� 34276（7番人気）�� 27272（9番人気）�� 11758（33番人気）
3連複票数 計2323838 的中 ��� 19503（34番人気）
3連単票数 計2978702 的中 ��� 4957（141番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 2（3，9）（8，14，12）11，7－（6，15）（1，4，10，13）－5 4 ・（2，3，9）（8，14，12）11－7（6，15）1（4，10，13）－5

勝馬の
紹 介

モルゲンロート �
�
父 オペラハウス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．4．28生 牡5鹿 母 レッドシャトル 母母 レ ッ ド ジ グ 25戦3勝 賞金 47，550，000円
〔騎手変更〕 フレンチイデアル号の騎手武藤雅は，負傷のためM．デムーロに変更。
〔制裁〕 フレンチイデアル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12

番）
※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 アポストル号・ウォーターメロン号



（30新潟2）第1日 7月28日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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
厩務員出走奨励金

182，370，000円
5，180，000円
18，910，000円
1，320，000円
19，690，000円
72，381，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
511，810，200円
753，986，100円
258，031，900円
1，092，597，900円
499，882，600円
677，181，800円
1，425，481，900円
2，037，549，300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 7，256，521，700円

総入場人員 11，134名 （有料入場人員 9，423名）
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