
21025 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3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
1：33．4
1：32．3

良
良

55 ミディオーサ 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：35．1 1．4�
33 ベルクワイア 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－101：35．42 3．1�
811 グ ラ ナ タ ス 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 440＋ 21：35．71� 7．2�
56 ビームフラッシュ 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 448＋ 61：36．01� 53．4�
812 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 54

51 ▲山田 敬士小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 436＋ 21：36．21� 270．8�
67 マイネルデセーオ 牡2鹿 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 むかわ 宇南山牧場 490－141：36．3� 218．7

11 トーセンクリスタル 牝2青 54 江田 照男島川 �哉氏 畠山 吉宏 日高 有限会社 エ

スティファーム 390－ 21：36．51� 309．6�
79 ドラゴンエナジー 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ
ネツ牧場 456＋ 21：36．71� 124．4

710 ムスティッカ 牝2鹿 54
52 △藤田菜七子中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 410± 01：37．12� 218．7


22 アセンダント 牝2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 420－ 61：37．2� 21．5�

68 セイカハルカゼ 牝2鹿 54 田中 勝春久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 428＋ 41：38．15 118．5�
44 ジェイケイディーバ 牝2鹿 54 武士沢友治小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 474－ 41：39．05 278．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，030，500円 複勝： 107，707，100円 枠連： 9，006，000円
馬連： 48，260，900円 馬単： 35，292，000円 ワイド： 36，066，500円
3連複： 66，921，000円 3連単： 147，619，500円 計： 484，903，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連（3－5） 170円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 110円 �� 140円 �� 170円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 480円

票 数

単勝票数 計 340305 的中 � 181586（1番人気）
複勝票数 計1077071 的中 � 748495（1番人気）� 191949（2番人気）� 55286（3番人気）
枠連票数 計 90060 的中 （3－5） 40261（1番人気）
馬連票数 計 482609 的中 �� 229888（1番人気）
馬単票数 計 352920 的中 �� 104258（1番人気）
ワイド票数 計 360665 的中 �� 156524（1番人気）�� 45599（2番人気）�� 32553（3番人気）
3連複票数 計 669210 的中 ��� 269214（1番人気）
3連単票数 計1476195 的中 ��� 220647（1番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．3―12．4―12．1―11．6―10．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．5―35．8―48．2―1：00．3―1：11．9―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミディオーサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pulpit デビュー 2018．6．23 東京2着

2016．4．8生 牝2鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ムスティッカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21026 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・直線）
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
55．0
55．0

良
良

817 クロムウェル 牡2栗 54
51 ▲山田 敬士�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 410－ 4 56．6 4．0�

612 フレンドリボン 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 434－10 〃 クビ 13．4�
816 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 460± 0 〃 アタマ 3．1�
715 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 2 57．23� 28．4�
48 モメチョッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 424－ 4 〃 ハナ 8．0�
24 リネンビスケット 牝2黒鹿54 石川裕紀人戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 440＋ 2 57．3� 30．0	
23 スカイポート 牝2鹿 54 嶋田 純次�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 B394－ 2 57．4� 138．7

713 シゲルアクアマリン 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 武藤 善則 平取 有限会社中

田牧場 B458＋ 6 57．61	 31．1�
47 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 400± 0 〃 アタマ 4．6�
611 イエローナイフ 牡2青 54 大庭 和弥�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 B446± 0 〃 クビ 186．6
36 ローブドール 牝2栗 54 原田 和真 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 426－16 57．81	 30．2�
59 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 476－ 4 〃 クビ 102．7�
510 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 横山 和生�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430± 0 57．9� 64．0�
35 マシンガントーク 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 380－12 58．21� 210．1�
818 ナ ミ ノ ハ ナ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子大久保與志雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 弘之 412＋ 6 58．41	 35．4�
11 コアヴィクトリー 牡2鹿 54 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 440＋ 2 59．57 369．9�
12 ジユウノメガミ 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 和田 勇介 新冠 大栄牧場 468－ 41：00．45 323．8�
714 ア ー ガ イ ル 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 440－ 81：00．82� 288．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，293，800円 複勝： 32，806，500円 枠連： 19，656，800円
馬連： 51，956，300円 馬単： 25，665，500円 ワイド： 33，958，400円
3連複： 77，763，200円 3連単： 97，411，700円 計： 365，512，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 280円 � 130円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 750円 �� 320円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計 262938 的中 � 55063（2番人気）
複勝票数 計 328065 的中 � 54932（3番人気）� 22053（5番人気）� 83583（1番人気）
枠連票数 計 196568 的中 （6－8） 15440（3番人気）
馬連票数 計 519563 的中 �� 18909（8番人気）
馬単票数 計 256655 的中 �� 6088（12番人気）
ワイド票数 計 339584 的中 �� 10866（8番人気）�� 29662（2番人気）�� 13113（6番人気）
3連複票数 計 777632 的中 ��� 31495（4番人気）
3連単票数 計 974117 的中 ��� 6414（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．5―44．6

上り4F44．4－3F34．0
勝馬の
紹 介

クロムウェル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2018．6．3 東京8着

2016．2．19生 牡2栗 母 マキノルーチェ 母母 ショウハイワイン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジユウノメガミ号・アーガイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ギュウホ号・セドナ号・ムスティッカ号

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３日



21027 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3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）

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

35 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 476± 01：54．9 4．1�
610 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 486＋ 21：55．32� 7．2�
611 ロングランメーカー 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：55．83 2．0�
713 ドミネーター 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 502＋ 6 〃 クビ 5．0�
46 ハタノレジーナ 牝3青鹿54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 444－ 41：56．01� 35．5�
59 ケイツーレアル 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 446－ 41：56．74 35．5	
712 ダノンシャレード �3黒鹿56 江田 照男
ダノックス 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム B510－ 61：57．34 149．3�
34 マラビージャドラダ 牡3栗 56 宮崎 北斗柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 446＋141：57．62 547．3�
22 マエストーソ 牡3黒鹿56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 520± 01：57．7� 419．6
815 ロードショー 牡3鹿 56 北村 宏司鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 41：57．91� 52．7�
58 シオラパルク �3栗 56 石川裕紀人高橋 文男氏 尾形 和幸 浦河 市川フアーム 466＋ 81：58．96 255．4�
814 ケイアイマスクラ 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 446－ 4 〃 ハナ 50．7�
11 ヤマトコスモス 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 佐藤 陽一 426－ 22：00．17 37．2�
23 ホウオウウィング 牡3青鹿56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 B470－ 2 〃 アタマ 27．6�
47 ヤマニングレゴリオ 牡3栗 56 菅原 隆一土井 薫氏 中川 公成 浦河 廣田 光夫 454－ 22：00．2クビ 570．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，216，200円 複勝： 45，467，700円 枠連： 11，628，000円
馬連： 49，210，100円 馬単： 27，790，000円 ワイド： 36，240，800円
3連複： 65，618，300円 3連単： 98，401，200円 計： 363，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 380円 �� 230円 �� 310円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 292162 的中 � 56693（2番人気）
複勝票数 計 454677 的中 � 71247（2番人気）� 56801（4番人気）� 177136（1番人気）
枠連票数 計 116280 的中 （3－6） 26682（1番人気）
馬連票数 計 492101 的中 �� 31986（5番人気）
馬単票数 計 277900 的中 �� 10236（7番人気）
ワイド票数 計 362408 的中 �� 22507（5番人気）�� 45048（2番人気）�� 28899（4番人気）
3連複票数 計 656183 的中 ��� 57076（2番人気）
3連単票数 計 984012 的中 ��� 10818（13番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―13．1―12．9―12．9―13．6―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．7―49．8―1：02．7―1：15．6―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ グ ヤ ヒ メ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．2．18 東京9着

2015．4．13生 牝3栗 母 パラダイスフラワー 母母 ダイナコマネチ 7戦1勝 賞金 11，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウウィング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月4日まで平地競

走に出走できない。
ヤマトコスモス号・ヤマニングレゴリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成30年10月4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トップフィリア号・ヒロノゴールド号

21028 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

58 シ シ オ ウ 牡4鹿 60 森 一馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 484＋ 23：05．0 1．7�

22 トゥルーウインド 牡6栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 442－ 23：06．06 13．4�
711 スミレタンポポ 牝6鹿 58 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 414± 03：06．74 47．5�
34 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 83：07．34 13．6�
69 � クリノメルクリウス �5鹿 60 佐久間寛志栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 434－ 63：07．51 35．7	
33 � カシマホープスター 牡5黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 504－ 63：07．81� 62．7

45 クリスタルバブルス 牡4黒鹿60 熊沢 重文 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 470＋103：08．22	 21．3�
610 トルークマクト 牡8鹿 60 蓑島 靖典�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 450－ 43：10．3大差 6．9�
712 ヒラボクメジャー �4栗 60 大江原 圭�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 482＋ 23：10．62 80．4
813 レッドカイラス �4栗 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 462－ 63：12．8大差 9．9�
11 スマートガイア �6鹿 60 浜野谷憲尚トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム B466－ 83：13．33 78．7�
46 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿58 草野 太郎矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 432＋ 23：14．89 293．6�
57 � メイショウワカアユ 牡6鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 470－223：17．5大差 66．1�
814 アデレードヒル 牝5鹿 58 石神 深一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 490－ 2 （競走中止） 8．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，161，200円 複勝： 23，941，500円 枠連： 12，786，100円
馬連： 39，014，100円 馬単： 21，165，000円 ワイド： 26，095，200円
3連複： 56，999，400円 3連単： 81，825，100円 計： 284，987，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 250円 � 600円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，130円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 25，200円

票 数

単勝票数 計 231612 的中 � 108053（1番人気）
複勝票数 計 239415 的中 � 74294（1番人気）� 20529（6番人気）� 6997（9番人気）
枠連票数 計 127861 的中 （2－5） 8759（4番人気）
馬連票数 計 390141 的中 �� 34688（3番人気）
馬単票数 計 211650 的中 �� 11062（5番人気）
ワイド票数 計 260952 的中 �� 20956（2番人気）�� 5665（12番人気）�� 1763（34番人気）
3連複票数 計 569994 的中 ��� 5503（21番人気）
3連単票数 計 818251 的中 ��� 2354（76番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ シ オ ウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．8．7 小倉2着

2014．3．24生 牡4鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ 障害：3戦1勝 賞金 11，800，000円
〔競走中止〕 アデレードヒル号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。
※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 パイロキシン号



21029 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

22 サムシングジャスト 牝2黒鹿54 福永 祐一 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 484 ―1：36．6 11．1�

44 ラッキーアモン 牡2黒鹿54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 484 ―1：36．7� 65．0�
55 ソルドラード 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500 ― 〃 ハナ 1．1�
811 マノアフォールズ 牡2鹿 54 田辺 裕信�KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．91 8．3�
78 コマノゼニト 牡2鹿 54 石川裕紀人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456 ― 〃 クビ 37．5	
33 ロードミラージュ 牡2青鹿54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 412 ―1：37．21� 99．6

79 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 456 ―1：37．3� 33．1�
66 ニシノテンカラット 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 400 ― 〃 クビ 26．7�
11 ドゥーエノルドゥ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：37．62 95．6
810 ニシノショコラ 牡2黒鹿54 田中 勝春西山 茂行氏 土田 稔 日高 西山牧場 428 ―1：41．0大差 202．1�
67 シ ロ ボ シ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 460 ―1：41．63� 257．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 66，520，000円 複勝： 140，131，600円 枠連： 12，143，700円
馬連： 48，551，700円 馬単： 44，671，800円 ワイド： 35，692，900円
3連複： 61，340，200円 3連単： 158，920，100円 計： 567，972，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 150円 � 470円 � 100円 枠 連（2－4） 9，720円

馬 連 �� 13，720円 馬 単 �� 31，340円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 230円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 58，570円

票 数

単勝票数 計 665200 的中 � 50459（3番人気）
複勝票数 計1401316 的中 � 54827（3番人気）� 10589（7番人気）� 1178769（1番人気）
枠連票数 計 121437 的中 （2－4） 968（14番人気）
馬連票数 計 485517 的中 �� 2742（19番人気）
馬単票数 計 446718 的中 �� 1069（34番人気）
ワイド票数 計 356929 的中 �� 4136（19番人気）�� 48921（2番人気）�� 12248（7番人気）
3連複票数 計 613402 的中 ��� 15581（10番人気）
3連単票数 計1589201 的中 ��� 1967（113番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．6―13．1―12．4―11．4―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．7―37．3―50．4―1：02．8―1：14．2―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サムシングジャスト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．5．17生 牝2黒鹿 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21030 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走13時00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
2：11．0
2：09．9

良
良

611 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56
54 △藤田菜七子�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 462－ 22：13．0 33．7�

59 アルスラーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 482－ 82：13．42� 4．6�
612 ジェネラルシップ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 448＋ 4 〃 クビ 15．9�
11 アルビオリクス 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：13．5� 1．6�
714 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 412＋ 22：13．71� 187．5	
48 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：13．8� 32．6

818 マイネルスカイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 42：13．9� 13．4�
816 ヒーロークライシス 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 育也 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B518－ 42：14．0� 150．8�
36 ペイシェンス 牝3栗 54 嶋田 純次北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 444－ 82：14．21� 36．1
12 ボスアンルーリー 牡3黒鹿56 柴田 善臣佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464－102：14．41� 88．9�
24 ワークジュニア 牡3黒鹿56 三浦 皇成荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 462＋14 〃 ハナ 45．5�
817 ブラックデビル 牡3鹿 56 北村 宏司�KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 62：14．5	 10．4�
713 ブローインバブルス 牡3鹿 56 西村 太一�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 22：14．6クビ 489．2�
510 オースオブゴールド 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B436＋ 42：14．7	 29．5�
47 イ ン ボ ル ク 牡3栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480 ―2：15．01	 62．3�
715 ボ リ ー バ ル 牡3栗 56 津村 明秀吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 508－102：15．74 216．9�
35 サーベイヤースリー 牡3鹿 56 石川裕紀人�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482± 02：16．23 392．0�
23 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 480－ 8 〃 ハナ 83．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，271，500円 複勝： 73，200，900円 枠連： 19，158，500円
馬連： 57，515，200円 馬単： 32，741，200円 ワイド： 44，389，400円
3連複： 80，372，900円 3連単： 124，110，100円 計： 464，759，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 1，170円 � 250円 � 550円 枠 連（5－6） 1，780円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 19，470円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 3，820円 �� 980円

3 連 複 ��� 21，640円 3 連 単 ��� 190，630円

票 数

単勝票数 計 332715 的中 � 7897（8番人気）
複勝票数 計 732009 的中 � 14475（8番人気）� 88663（2番人気）� 33271（5番人気）
枠連票数 計 191585 的中 （5－6） 8315（6番人気）
馬連票数 計 575152 的中 �� 6318（20番人気）
馬単票数 計 327412 的中 �� 1261（44番人気）
ワイド票数 計 443894 的中 �� 5562（18番人気）�� 2915（32番人気）�� 12051（8番人気）
3連複票数 計 803729 的中 ��� 2785（61番人気）
3連単票数 計1241101 的中 ��� 472（425番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．5―12．3―13．2―12．5―12．4―11．8―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．1―35．6―47．9―1：01．1―1：13．6―1：26．0―1：37．8―1：49．6―2：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3

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

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

ウインスラーヴァ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．8．26 新潟4着

2015．5．28生 牡3鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 15戦1勝 賞金 11，600，000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 ニシノラヴコール号



21031 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時30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
1：09．2
1：08．7

重
重

815 テトラクォーク 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 418－ 21：12．9 4．7�
11 レガロデルソル 牝3鹿 54 津村 明秀�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 492－ 41：13．11� 4．4�
713 サクラボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 474＋101：13．52� 6．3�
23 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 504＋12 〃 クビ 23．8�
47 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 中井 裕二志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 B470＋161：13．71 126．3	
34 ミ サ コ 牝3芦 54 三浦 皇成由井健太郎氏 萩原 清 浦河 酒井牧場 480＋ 41：14．01� 16．3

35 トーセンジャスパー 牝3鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ― 〃 アタマ 27．8�
59 チビノオリヴィア 牝3青鹿54 内田 博幸梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450＋ 21：14．31� 2．4
58 フォーベリッシマ 牝3栗 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 450 ―1：14．93� 118．4�
46 サンオーガスタ 牝3栗 54 横山 和生 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 446＋101：15．11� 538．3�
712 スーパーノーマル 牝3黒鹿54 田辺 裕信ニッシンレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 472－14 〃 アタマ 12．6�
611 アイアムサファイア 牝3青鹿54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 406＋ 41：15．42 401．6�
22 スワンレイクカフェ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西川 恭子氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 436± 01：16．25 585．6�
814 ハットワンスター 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470＋101：17．05 328．1�
610 アオイベルタ 牝3栗 54 菅原 隆一鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 榊原 敏明 422 ―1：20．3大差 380．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，991，800円 複勝： 47，227，700円 枠連： 15，336，100円
馬連： 67，704，600円 馬単： 30，140，400円 ワイド： 40，049，000円
3連複： 75，479，200円 3連単： 105，053，500円 計： 415，982，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 160円 � 180円 枠 連（1－8） 1，200円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 410円 �� 520円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 349918 的中 � 58333（3番人気）
複勝票数 計 472277 的中 � 76806（3番人気）� 79096（2番人気）� 62480（4番人気）
枠連票数 計 153361 的中 （1－8） 9890（6番人気）
馬連票数 計 677046 的中 �� 44940（4番人気）
馬単票数 計 301404 的中 �� 9649（8番人気）
ワイド票数 計 400490 的中 �� 25736（4番人気）�� 19386（6番人気）�� 22541（5番人気）
3連複票数 計 754792 的中 ��� 27553（5番人気）
3連単票数 計1050535 的中 ��� 7033（31番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―47．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テトラクォーク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．11 福島2着

2015．4．10生 牝3鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ヴォーグショコラ号の騎手中井裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハットワンスター号・アオイベルタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マコトエギエネス号

21032 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第8競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

11 アウィルアウェイ 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：21．6 1．5�
33 ローゼンクリーガー 牝2青 54 福永 祐一吉田 勝利氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 452－ 61：21．91	 3．5�
55 レ ノ ー ア 牝2栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 400－ 21：22．0	 7．3�
77 サ ワ サ ワ 牝2鹿 54 三浦 皇成�KTレーシング 栗田 徹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 446＋101：22．21 14．5�
44 ラインカリーナ 牝2栃栗54 嘉藤 貴行大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 464＋ 81：22．52 17．9�
66 マイネルアプラウス 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：23．24 39．4	
22 ヴィジョニア 牝2栗 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 412－ 61：24．810 211．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 51，421，600円 複勝： 51，267，300円 枠連： 発売なし
馬連： 59，114，700円 馬単： 44，818，800円 ワイド： 31，003，700円
3連複： 60，236，900円 3連単： 219，497，500円 計： 517，360，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 120円 �� 170円 �� 180円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 620円

票 数

単勝票数 計 514216 的中 � 264920（1番人気）
複勝票数 計 512673 的中 � 293440（1番人気）� 86963（2番人気）
馬連票数 計 591147 的中 �� 234027（1番人気）
馬単票数 計 448188 的中 �� 116817（1番人気）
ワイド票数 計 310037 的中 �� 86920（1番人気）�� 38446（2番人気）�� 36437（3番人気）
3連複票数 計 602369 的中 ��� 195668（1番人気）
3連単票数 計2194975 的中 ��� 252746（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―11．8―12．0―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．6―47．4―59．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 7－5（3，4）（6，1）＝2 4 7，5（3，4）（6，1）＝2

勝馬の
紹 介

アウィルアウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．9 阪神1着

2016．2．4生 牝2鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 2戦2勝 賞金 23，161，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21033 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

510 ロシュフォール 牡3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：46．0 2．0�
611 ヒシヴィクトリー 牡3黒鹿54 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 480＋121：46．42� 25．3�
24 ゼンノタヂカラオ �5黒鹿57 田辺 裕信大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 496－ 41：46．72 15．9�
59 アモーレミオ 牝3芦 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋181：46．8クビ 6．5�
817 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 15．1�
612 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 81：46．9� 21．0	
48 シュバルツリッター 牡3青鹿54 北村 宏司ライオンレースホース
 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 10．6�
816 オワゾードール 牡3鹿 54

53 ☆木幡 巧也 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 61：47．0クビ 242．2�
36 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿52 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：47．1� 6．9
713 ラ プ ル ー ズ �5鹿 57 三浦 皇成西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 478＋ 81：47．31� 48．4�
35 アルーフクライ 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 462－ 61：47．4クビ 14．9�
714 スターフィールド �3黒鹿54 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－16 〃 クビ 34．1�
12 エ デ ィ ク ト 牡5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 和田 勇介 日高 下河辺牧場 482－ 81：47．71� 245．5�
23 スターリバー 牝3栗 52

50 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 422－ 8 〃 クビ 195．0�
11 アーリーサプライズ 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490－101：48．01� 193．1�
47 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 4 〃 クビ 94．5�
818 ハーツブライト 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム B468－ 81：48．21	 486．9�
715
 リュウシンローズ 牝4黒鹿55 菅原 隆一�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 462＋ 2 〃 アタマ 581．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，303，700円 複勝： 60，579，500円 枠連： 26，436，300円
馬連： 93，746，800円 馬単： 38，521，700円 ワイド： 60，868，400円
3連複： 122，602，400円 3連単： 162，633，100円 計： 607，691，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 470円 � 310円 枠 連（5－6） 770円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 680円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 34，680円

票 数

単勝票数 計 423037 的中 � 167015（1番人気）
複勝票数 計 605795 的中 � 160622（1番人気）� 25714（9番人気）� 42022（5番人気）
枠連票数 計 264363 的中 （5－6） 26569（3番人気）
馬連票数 計 937468 的中 �� 31834（8番人気）
馬単票数 計 385217 的中 �� 8268（10番人気）
ワイド票数 計 608684 的中 �� 15622（10番人気）�� 23939（5番人気）�� 3755（41番人気）
3連複票数 計1226024 的中 ��� 9225（33番人気）
3連単票数 計1626331 的中 ��� 3399（94番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―12．4―12．7―12．2―11．4―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．1―47．5―1：00．2―1：12．4―1：23．8―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロシュフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．4．14 中山6着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 3戦2勝 賞金 12，500，000円

21034 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．8．5以降30．7．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

56 グロンディオーズ 牡3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：58．3 3．1�
67 メルヴィンカズマ 牡4黒鹿55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 496＋ 61：58．83 7．5�
55 グレートウォリアー 牡3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512＋181：58．9� 5．0�
68 レーヴドリーブ 牝3栗 51 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 クビ 3．0�
811 トラストケンシン 牡3鹿 54 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458＋ 41：59．0� 8．6�
710 フォーラウェイ 牡5鹿 55 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 2 〃 クビ 21．5	
33 ハローユニコーン 牝4鹿 54 田辺 裕信 
CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 448－ 21：59．1� 54．4�
79 コスモアルヘナ 牡6青鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 484± 01：59．31
 468．3�
812 キークラッカー 牡5鹿 54 柴田 善臣北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 526－ 61：59．61� 42．5
44 ヒメタチバナ 牝5黒鹿52 内田 博幸岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：59．91� 90．3�
22 ロードプレミアム 牡5黒鹿55 大野 拓弥 
ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 492－ 22：00．32� 22．9�
11 � ヴィーナスアロー 牝4青鹿50 藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 412－ 22：00．93� 226．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，324，900円 複勝： 77，616，300円 枠連： 26，621，900円
馬連： 135，068，200円 馬単： 60，924，700円 ワイド： 77，595，200円
3連複： 164，469，900円 3連単： 257，390，600円 計： 866，011，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（5－6） 210円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 380円 �� 300円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 663249 的中 � 170767（2番人気）
複勝票数 計 776163 的中 � 169853（1番人気）� 102638（4番人気）� 123022（3番人気）
枠連票数 計 266219 的中 （5－6） 94577（1番人気）
馬連票数 計1350682 的中 �� 79059（4番人気）
馬単票数 計 609247 的中 �� 21578（7番人気）
ワイド票数 計 775952 的中 �� 52021（4番人気）�� 70370（3番人気）�� 26814（8番人気）
3連複票数 計1644699 的中 ��� 88548（3番人気）
3連単票数 計2573906 的中 ��� 24522（19番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―11．6―12．3―12．5―12．5―11．7―11．1―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―36．0―48．3―1：00．8―1：13．3―1：25．0―1：36．1―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．3
3 12（4，6，7）（2，8，10）（5，11）（1，3，9） 4 12（4，6，7）（2，8，10）（5，11）－（1，3，9）

勝馬の
紹 介

グロンディオーズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．12 東京1着

2015．4．10生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 4戦3勝 賞金 30，273，000円



21035 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第11競走 ��
��1，200�

え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．8．5以降30．7．29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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814� オールドベイリー 牡4黒鹿55 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 468＋ 41：10．9 3．0�

35 � ジープルメリア 牝5黒鹿54 M．デムーロ �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

464＋ 41：11．11� 2．2�
610	 スティンライクビー 
6青鹿52 江田 照男 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 474＋ 61：11．41� 34．1�
11 ディープミタカ 牡7栗 54 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 2 〃 クビ 46．2�
712 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 53 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 508－ 41：11．61� 14．4�
22 モズワッショイ 牝5黒鹿51 藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 420－ 41：11．81� 56．7	
611 コ ン テ ナ 牡6鹿 54 柴田 大知住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 594－ 81：11．9� 51．1

815 プレシャスエース 牡5鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 504－ 61：12．1� 34．9�
713 タマモイレブン 牡6鹿 53 木幡 育也タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 530－ 2 〃 ハナ 217．2�
46 クワドループル 牡6黒鹿53 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 0 〃 ハナ 189．9
23 � ヨ ン カ ー 
5芦 55 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

B534＋ 21：12．31� 8．6�
58 ウエスタンメルシー 牝7鹿 52 横山 和生西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 474＋16 〃 クビ 269．1�
59 ユアマイラブ 牡5鹿 54 戸崎 圭太ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460＋121：12．61� 22．8�
34 シルバードリーム 牝5栃栗52 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 482＋ 41：12．7クビ 11．8�
47 ストロングトリトン 
6鹿 54 杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476－ 8 〃 クビ 25．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，768，900円 複勝： 104，509，400円 枠連： 49，594，900円
馬連： 268，962，500円 馬単： 111，321，700円 ワイド： 133，541，400円
3連複： 358，698，500円 3連単： 539，858，800円 計： 1，652，256，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 430円 枠 連（3－8） 310円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，250円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 計 857689 的中 � 225385（2番人気）
複勝票数 計1045094 的中 � 232808（2番人気）� 273128（1番人気）� 37299（8番人気）
枠連票数 計 495949 的中 （3－8） 123389（1番人気）
馬連票数 計2689625 的中 �� 515893（1番人気）
馬単票数 計1113217 的中 �� 102340（2番人気）
ワイド票数 計1335414 的中 �� 223144（1番人気）�� 23348（15番人気）�� 26090（12番人気）
3連複票数 計3586985 的中 ��� 86227（7番人気）
3連単票数 計5398588 的中 ��� 36101（23番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．5―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オールドベイリー �
�
父 To Honor and Serve �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 Passion Du Coeur 母母 Arianna’s Passion 11戦5勝 賞金 64，372，000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 アンティノウス号・ヴァーノン号・シャドウダンサー号・レイダー号
（非抽選馬） 1頭 ソルプレーサ号

21036 8月4日 晴 良 （30新潟2）第3日 第12競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

611 ゴ ラ イ ア ス 牡3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 494＋ 41：53．6 1．4�

11 ユイノチョッパー 牡3黒鹿54 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B496－ 41：54．55 7．7�
610 グラスブルース 牡4鹿 57 石橋 脩半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508＋ 41：54．6クビ 10．7�
815 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 492－101：54．7� 11．5�
47 トークフレンドリー 牡3芦 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490± 01：54．91� 5．9	
713 ペイシャリサ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 478＋ 6 〃 クビ 35．0

59 � アンリキャトル 	7黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468＋ 61：55．22 67．8�
58 � ワイルドソング 牡4鹿 57 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 526－ 41：55．41� 214．9�
35 � ブライトサーベル 牡4鹿 57 大野 拓弥島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 41：55．72 115．2�
34 スターオンザヒル 牡3黒鹿54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 492＋ 21：55．8クビ 44．9�
46 ダ ニ エ ル 牡3黒鹿54 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 81：56．43� 119．3�
712 トニーシャレード 牡3青鹿 54

52 △藤田菜七子トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 452－ 61：57．35 132．3�
814 グラスレグナム 牡5鹿 57 江田 照男半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 494＋ 21：57．93� 158．1�
23 � ケイツーマルク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 厚真 阿部 栄乃進 490＋ 21：58．11� 385．9�
22 � アロースコルトン 牡5鹿 57 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 474＋ 41：58．63 486．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，213，800円 複勝： 196，119，500円 枠連： 31，625，900円
馬連： 133，961，400円 馬単： 83，076，000円 ワイド： 85，729，700円
3連複： 176，081，900円 3連単： 356，167，300円 計： 1，123，975，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 180円 枠 連（1－6） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 612138 的中 � 327851（1番人気）
複勝票数 計1961195 的中 � 1446577（1番人気）� 98407（3番人気）� 87286（4番人気）
枠連票数 計 316259 的中 （1－6） 52703（2番人気）
馬連票数 計1339614 的中 �� 222129（2番人気）
馬単票数 計 830760 的中 �� 101925（2番人気）
ワイド票数 計 857297 的中 �� 102891（2番人気）�� 86965（3番人気）�� 20968（11番人気）
3連複票数 計1760819 的中 ��� 100727（4番人気）
3連単票数 計3561673 的中 ��� 86439（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．9―13．3―13．1―12．8―13．2―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．8―50．1―1：03．2―1：16．0―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ラ イ ア ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．13 新潟3着

2015．3．5生 牡3青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 5戦2勝 賞金 19，000，000円



（30新潟2）第3日 8月4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 170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

198，150，000円
5，180，000円
19，120，000円
1，100，000円
20，890，000円
68，926，500円
5，234，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
554，517，900円
960，575，000円
233，994，200円
1，053，066，500円
556，128，800円
641，230，600円
1，366，583，800円
2，348，888，500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 7，714，985，300円

総入場人員 9，869名 （有料入場人員 8，348名）
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