
21037 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第1競走 ��
��1，800�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
1：46．6
1：45．6

良
良

810 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡2白 54 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：49．4 1．7�

22 アトミックフォース 牡2鹿 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 448－ 61：50．04 2．8�
33 アナスタシオ 牝2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 41：50．31� 15．9�
44 シックガニアン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 448＋ 81：50．61� 29．0�
55 ゲットリズム 牡2鹿 54 田辺 裕信ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 アタマ 18．3�
66 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 466－ 81：50．7� 22．8	
78 ソルパシオン 牡2栗 54 北村 宏司 �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 456－14 〃 ハナ 24．8

77 ミ カ エ ラ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 400± 01：50．91	 106．0�
11 シゲルシンジュ 牡2芦 54 松岡 正海森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484－ 21：51．75 96．9�
89 ウインリブレット 牡2黒鹿54 宮崎 北斗�ウイン 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 448－ 21：52．23 293．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，905，600円 複勝： 59，810，800円 枠連： 10，904，000円
馬連： 51，155，100円 馬単： 32，412，800円 ワイド： 33，207，600円
3連複： 63，243，000円 3連単： 138，738，400円 計： 421，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（2－8） 170円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 120円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 319056 的中 � 154863（1番人気）
複勝票数 計 598108 的中 � 332148（1番人気）� 143339（2番人気）� 25761（3番人気）
枠連票数 計 109040 的中 （2－8） 47929（1番人気）
馬連票数 計 511551 的中 �� 210297（1番人気）
馬単票数 計 324128 的中 �� 78190（1番人気）
ワイド票数 計 332076 的中 �� 101865（1番人気）�� 19696（2番人気）�� 15397（8番人気）
3連複票数 計 632430 的中 ��� 79437（1番人気）
3連単票数 計1387384 的中 ��� 71742（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―13．9―13．1―11．7―11．4―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―50．4―1：03．5―1：15．2―1：26．6―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ヤ ッ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京3着

2016．2．10生 牡2白 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21038 8月5日 雨 良 （30新潟2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40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
1：09．2
1：08．7

重
重

814 レッドアネラ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 488－ 21：11．8 1．8�
58 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 526＋141：12．54 3．2�
815 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452± 01：12．92� 5．6�
712 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 452－ 61：13．0� 48．0�
35 スリーミニオン 牡3栗 56 三浦 皇成永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B446－181：13．53 18．7�
59 パズルリンクス 牡3黒鹿 56

54 △藤田菜七子水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 432＋ 4 〃 クビ 15．6	
611 オ グ マ ン テ 牡3栗 56 北村 宏司 
サンデーレーシング 勢司 和浩 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500± 01：13．92� 24．1�
22 トーホウディアーナ 牝3黒鹿54 横山 和生東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 446＋ 3 〃 ハナ 169．1�
34 エリースコール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也谷川 正純氏 青木 孝文 新ひだか 谷藤 弘美 454± 01：14．21� 87．0
713 セントオブウーマン 牝3鹿 54 嶋田 純次桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 406－ 41：14．3� 431．6�
46 シゲルアサツキ 牝3栗 54 柴田 大知森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 452＋ 8 〃 ハナ 249．2�
11 ブルベアミブナ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ブルアンドベア 石毛 善彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B482－ 21：14．83 325．0�
47 ハシレウマザンマイ 牝3栗 54 宮崎 北斗鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 424－ 8 〃 クビ 319．2�
23 モモイロトイキ 牝3栗 54 松岡 正海北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 B432＋ 8 〃 アタマ 229．9�
610 オーネットタイガー 牡3鹿 56 小崎 綾也醍醐 伸之氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 B458＋ 41：15．65 67．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，399，800円 複勝： 50，844，200円 枠連： 17，550，800円
馬連： 54，438，600円 馬単： 32，286，300円 ワイド： 38，012，400円
3連複： 76，343，100円 3連単： 126，386，200円 計： 429，261，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（5－8） 210円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 140円 �� 160円 �� 260円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，200円

票 数

単勝票数 計 333998 的中 � 144157（1番人気）
複勝票数 計 508442 的中 � 259249（1番人気）� 83799（2番人気）� 55005（3番人気）
枠連票数 計 175508 的中 （5－8） 62871（1番人気）
馬連票数 計 544386 的中 �� 145068（1番人気）
馬単票数 計 322863 的中 �� 61425（1番人気）
ワイド票数 計 380124 的中 �� 79078（1番人気）�� 59687（2番人気）�� 29308（3番人気）
3連複票数 計 763431 的中 ��� 137205（1番人気）
3連単票数 計1263862 的中 ��� 75976（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．4―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアネラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2018．4．29 東京2着

2015．3．3生 牝3鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 4戦1勝 賞金 9，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アノマリー号・ウェディングフォト号・エラスタル号・ガブリエル号・ニシノシノブ号・フジノビューティ号・

ブルベアダイズ号・ミッキーマンドリン号

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４日



21039 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4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

815 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 488－ 41：55．6 2．6�
712 シ ゲ ノ ブ 牡3黒鹿56 原田 和真玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 498－ 4 〃 クビ 31．1�
611 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 490± 01：55．91� 20．6�
34 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 B464－ 21：56．64 32．1�
35 セイカメテオライト 牡3鹿 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 444± 01：56．7� 32．1�
22 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 内田 博幸太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 472＋ 41：57．01� 23．7	
814 メルトポイント 牡3栗 56 大野 拓弥杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 462± 01：57．21� 8．4

11 スマートフレイ 牡3鹿 56 田辺 裕信トニー倶楽部 粕谷 昌央 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B502＋ 21：57．3� 2．8�
713 クリノバルテュス 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484± 01：58．25 75．3�
59 ス タ ン シ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也西 浩明氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B424－101：58．83� 156．2
46 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484－ 61：58．9� 133．3�
47 ヘッドスタート 牡3芦 56 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 5．6�
610 パワフルテソーロ 牡3黒鹿56 小崎 綾也了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 490－ 61：59．0クビ 182．7�
23 アズマピアサー 牝3黒鹿54 的場 勇人東 哲次氏 柄崎 孝 日高 日高大洋牧場 444－ 41：59．21 279．1�
58 トーセンメテオ 牡3鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 556＋122：00．05 243．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，522，900円 複勝： 34，872，200円 枠連： 14，806，300円
馬連： 51，306，200円 馬単： 27，822，100円 ワイド： 38，281，000円
3連複： 79，892，600円 3連単： 113，813，200円 計： 387，316，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 540円 � 370円 枠 連（7－8） 2，280円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 700円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 19，650円 3 連 単 ��� 76，260円

票 数

単勝票数 計 265229 的中 � 81457（1番人気）
複勝票数 計 348722 的中 � 110150（1番人気）� 11909（9番人気）� 19038（5番人気）
枠連票数 計 148063 的中 （7－8） 5012（9番人気）
馬連票数 計 513062 的中 �� 8743（14番人気）
馬単票数 計 278221 的中 �� 3137（22番人気）
ワイド票数 計 382810 的中 �� 6127（16番人気）�� 14932（6番人気）�� 1512（38番人気）
3連複票数 計 798926 的中 ��� 3048（49番人気）
3連単票数 計1138132 的中 ��� 1082（200番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．3―13．6―13．0―12．5―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―51．5―1：04．5―1：17．0―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3
1，7（4，11）12（3，5，14，15）（9，10）－（2，6，13）－8
1（7，11）（4，14）12，5（3，15）－（9，10，13）2，6＝8

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

勝馬の
紹 介

ラスティユース �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．11．25 東京3着

2015．4．22生 牡3栗 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 10戦1勝 賞金 17，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アカツキ号・オスカーレーヴ号・シーズラック号・パリスハート号・ミセスユウコチャン号
（非抽選馬） 3頭 アスクヴション号・カネトシダウティ号・トラストアゲン号

21040 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第4競走 ��
��1，600�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 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
1：31．5
1：30．7

良
良

611 ア ビ ー ム 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：34．5 10．9�
818 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－ 21：34．92� 6．6�
36 シャープスティーン 牝3栗 54 北村 宏司林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 460＋ 61：35．11� 14．1�
47 リリーバレロ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 クビ 2．8�
35 ガ ン ロ ッ ク 牡3黒鹿56 津村 明秀髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 105．1	
817 プリマドンナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 420＋ 6 〃 アタマ 16．8

48 オールモストゼア 牝3鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 396＋ 41：35．2クビ 23．9�
59 エルディアマンテ 牝3栗 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 430＋121：35．62� 2．6�
24 � ストレイライトラン 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 480＋121：35．92 194．3
715 シルフィウム 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：36．21	 142．7�
713 マイネルカルム 牡3青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 4 〃 ハナ 145．9�
612 ヴィヤンシーコ 牡3鹿 56 内田 博幸栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 430－ 2 〃 クビ 109．3�
12 トレジャード 牡3栗 56 横山 和生�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 468－ 81：36．3� 53．6�
11 � ワイルドリーク 牡3鹿 54 嘉藤 貴行吉田 和美氏 高柳 瑞樹 豪 Jananth

Pty Ltd 518＋ 61：36．4� 49．3�
816 ミラーマッチ 牝3鹿 54 武士沢友治吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468＋ 41：36．93 231．0�
510 ホウオウシャロン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 えりも 寺井 文秀 490 ―1：37．32� 347．5�
714 ア マ イ ロ 牝3栗 54 福永 祐一�G1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 436＋101：37．4	 64．9�
23 ムーンリットエルフ 牡3栗 56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 502 ―1：37．71	 156．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，571，600円 複勝： 59，974，700円 枠連： 21，696，000円
馬連： 76，684，200円 馬単： 37，625，500円 ワイド： 55，066，300円
3連複： 104，508，500円 3連単： 146，857，800円 計： 542，984，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 360円 � 240円 � 300円 枠 連（6－8） 2，070円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，700円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 56，360円

票 数

単勝票数 計 405716 的中 � 29651（4番人気）
複勝票数 計 599747 的中 � 40347（5番人気）� 71901（3番人気）� 51170（4番人気）
枠連票数 計 216960 的中 （6－8） 8096（8番人気）
馬連票数 計 766842 的中 �� 15306（12番人気）
馬単票数 計 376255 的中 �� 3620（24番人気）
ワイド票数 計 550663 的中 �� 11474（14番人気）�� 8258（16番人気）�� 12059（13番人気）
3連複票数 計1045085 的中 ��� 7215（31番人気）
3連単票数 計1468578 的中 ��� 1889（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．9―1：00．4―1：11．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ビ ー ム �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．26 札幌2着

2015．4．18生 牝3青鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 5戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カプリロマン号



21041 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第5競走 ��1，800�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 2，300，000
2，300，000

円
円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．6

良
良

33 ドナアトラエンテ 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418 ―1：51．3 1．8�
11 スマイルスター 牝2栗 54 福永 祐一飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 506 ―1：51．51� 11．9�
22 マイディアライフ 牡2栗 54 戸崎 圭太三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 同着 4．2�
55 ブラックアイドタフ 牡2黒鹿54 田辺 裕信前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450 ―1：51．81� 15．9�
88 ロードブルームーン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448 ―1：52．22� 26．5	
44 サクセスファイター 牡2栗 54 松岡 正海髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 502 ―1：52．41� 5．3

66 ウインゴライアス 牡2黒鹿54 石川裕紀人�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 510 ― 〃 クビ 62．1�
77 ダークサンダー 牡2青鹿54 柴田 善臣鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 武 牧場 458 ―1：52．5� 127．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 52，178，100円 複勝： 47，384，700円 枠連： 発売なし
馬連： 49，114，900円 馬単： 33，891，000円 ワイド： 25，838，300円
3連複： 52，100，200円 3連単： 137，818，400円 計： 398，325，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 �
�

160円
120円 枠 連 発売なし

馬 連 ��
��

320円
180円 馬 単 ��

��
450円
250円

ワ イ ド ��
��

250円
170円 �� 380円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ���
���

1，260円
850円

票 数

単勝票数 計 521781 的中 � 244437（1番人気）
複勝票数 計 473847 的中 � 258262（1番人気）� 34976（4番人気）� 69869（2番人気）
馬連票数 計 491149 的中 �� 50321（3番人気）�� 118508（1番人気）
馬単票数 計 338910 的中 �� 25282（4番人気）�� 54822（1番人気）
ワイド票数 計 258383 的中 �� 25226（3番人気）�� 46521（1番人気）�� 14671（6番人気）
3連複票数 計 521002 的中 ��� 56809（2番人気）
3連単票数 計1378184 的中 ��� 38874（6番人気）��� 59512（3番人気）

ハロンタイム 13．7―12．7―13．1―12．4―12．7―12．6―11．5―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．7―26．4―39．5―51．9―1：04．6―1：17．2―1：28．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナアトラエンテ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Bertolini 初出走

2016．1．24生 牝2黒鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21042 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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

611 ベ ル ス ー ル 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 434 ―1：22．2 3．4�
817 ユ ナ カ イ ト 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470 ―1：22．83� 2．3�
713 ニシノドレッシー 牝2鹿 54 的場 勇人西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 428 ―1：22．9� 45．1�
510 シゲルアコヤガイ 牝2芦 54 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 444 ―1：23．53� 180．4�
48 ピンクペルレ 牝2青鹿54 柴田 善臣�須野牧場 田中 博康 新ひだか 前田ファーム 424 ―1：23．6� 49．6	
36 フレッシュスマイル 牝2栗 54 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 454 ―1：23．7� 47．4

815 コスモビックラコグ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：24．12� 49．0�
12 ロードスパイダー 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458 ―1：24．2� 5．6
24 ホウオウブリュレ 牝2栗 54 石橋 脩小笹 芳央氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 418 ― 〃 ハナ 135．4�
35 アルデエンブレム 牡2栗 54 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 474 ― 〃 ハナ 12．0�
47 シーアイリス 牝2芦 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新ひだか 岡田牧場 390 ―1：24．3� 129．4�
612 ベ ル ポ ー ト 牝2青鹿54 小崎 綾也大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 438 ―1：24．61� 66．3�
23 マサノエリゼ 牝2黒鹿54 北村 宏司猪野毛雅人氏 根本 康広 新ひだか 猪野毛牧場 436 ―1：24．7� 333．6�
59 ヴ ァ ル ス 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也�BijouRacing 土田 稔 日高 槇本牧場 504 ― 〃 クビ 291．7�
11 ニンジンムスメ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 408 ― 〃 ハナ 233．9�
816 プリマノキセキ 牝2黒鹿54 酒井 学草間 庸文氏 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 440 ―1：25．23 33．1�
714 フ ラ ン シ ス 牝2栗 54 大野 拓弥田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 466 ― 〃 ハナ 19．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 48，640，400円 複勝： 44，984，800円 枠連： 23，566，100円
馬連： 62，605，800円 馬単： 33，179，700円 ワイド： 46，417，500円
3連複： 86，340，600円 3連単： 112，709，000円 計： 458，443，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 520円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，020円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 21，580円

票 数

単勝票数 計 486404 的中 � 119274（2番人気）
複勝票数 計 449848 的中 � 103738（2番人気）� 114933（1番人気）� 13013（8番人気）
枠連票数 計 235661 的中 （6－8） 43273（1番人気）
馬連票数 計 626058 的中 �� 99913（1番人気）
馬単票数 計 331797 的中 �� 22842（3番人気）
ワイド票数 計 464175 的中 �� 71592（1番人気）�� 5060（24番人気）�� 6195（18番人気）
3連複票数 計 863406 的中 ��� 12289（15番人気）
3連単票数 計1127090 的中 ��� 3785（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―46．8―58．9―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ス ー ル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．3．22生 牝2黒鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴァルス号の騎手木幡巧也は，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10，000円。（被害馬：1番・14番・16

番）
※出走取消馬 フィデリオグリーン号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 ナツノトビラ号



21043 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 ミラクルブラッド 牝3鹿 52 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B446＋101：53．4 11．5�
23 サイモンジルバ 牝3鹿 52 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 434－121：53．93 29．0�
11 タツオウカランブ 牝3栗 52 太宰 啓介鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 484－ 21：54．11� 124．6�
611 オデュッセイア 牝3栗 52

51 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460＋101：54．2� 79．2�
713 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 496－ 4 〃 ハナ 6．6�
815 クリノヴィクトリア 牝4栗 55 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 444＋ 4 〃 クビ 4．1�
34 テンノサクラコ 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 464± 01：54．52 169．7	
46 エレガントクルーズ 牝3芦 52 石川裕紀人 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：54．6クビ 27．0�
35 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 武士沢友治
ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432± 01：55．13 48．6�
47 カーネリアン 牝4鹿 55 福永 祐一林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：55．2� 2．7
814 ディアビオラン 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 育也ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 462＋ 41：55．83� 51．1�
22 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿 55

53 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 中神牧場 532－ 21：55．9クビ 9．3�
59 ハッピーサークル 牝6黒鹿55 嘉藤 貴行西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 478－ 61：56．64 16．0�
610� ア ク ア リ オ 牝4鹿 55 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 448＋121：57．45 13．0�
712 プロディジャス 牝4鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：57．82� 38．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，733，000円 複勝： 49，038，000円 枠連： 21，086，400円
馬連： 77，410，700円 馬単： 32，909，000円 ワイド： 50，720，100円
3連複： 104，749，800円 3連単： 136，712，400円 計： 508，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 490円 � 620円 � 2，600円 枠 連（2－5） 2，100円

馬 連 �� 16，810円 馬 単 �� 31，640円

ワ イ ド �� 4，430円 �� 16，060円 �� 15，080円

3 連 複 ��� 245，500円 3 連 単 ��� 718，230円

票 数

単勝票数 計 357330 的中 � 24719（5番人気）
複勝票数 計 490380 的中 � 27947（7番人気）� 21541（8番人気）� 4604（14番人気）
枠連票数 計 210864 的中 （2－5） 7746（9番人気）
馬連票数 計 774107 的中 �� 3568（45番人気）
馬単票数 計 329090 的中 �� 780（80番人気）
ワイド票数 計 507201 的中 �� 2981（43番人気）�� 812（85番人気）�� 865（81番人気）
3連複票数 計1047498 的中 ��� 320（306番人気）
3連単票数 計1367124 的中 ��� 138（1357番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．5―12．8―12．5―13．1―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．7―48．2―1：01．0―1：13．5―1：26．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルブラッド �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．30 中山6着

2015．2．20生 牝3鹿 母 ヴィーヴァブーケ 母母 ブルーリッジリバー 8戦2勝 賞金 16，120，000円

21044 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4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）
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

57 � アメリカンファクト 牡3栗 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B500＋ 81：10．7 2．2�
11 � オーロリンチェ 牝3栗 52 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm

& Tenlane Farm 480－ 41：10．8	 5．0�
45 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 502＋ 21：11．22	 3．3�
814
 ケンユキノオー 牡4黒鹿57 北村 宏司中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 444＋ 81：11．94 40．6�
610 トワードポラリス �4黒鹿57 松岡 正海吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 456＋ 61：12．32	 147．7�
711
 フレンドアリス 牝3栗 52 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 442－12 〃 アタマ 271．0�
813 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 514＋181：12．4	 107．6	
22 キョウエイソフィア 牝3鹿 52 柴田 大知田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 81：12．5	 12．9

33 ピオレドール 牡3鹿 54 宮崎 北斗 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470＋ 41：12．71	 53．6�
58 ラインギャラント 牝3芦 52 石川裕紀人大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 438－ 41：12．91	 33．4
69 マルブツインパルス 牡3栗 54 横山 和生大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 410＋ 21：13．11 130．7�
34 セレナライティア 牝3栗 52

49 ▲木幡 育也島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438± 0 〃 ハナ 8．4�

46 レイテストバード 牝4栗 55 嘉藤 貴行小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 484＋261：13．73	 111．2�
712
 クリノアスカ 牝4青鹿55 原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 81：15．310 407．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，385，700円 複勝： 40，531，300円 枠連： 18，920，300円
馬連： 83，413，400円 馬単： 39，729，700円 ワイド： 46，506，900円
3連複： 105，462，600円 3連単： 159，542，800円 計： 538，492，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（1－5） 550円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 443857 的中 � 157610（1番人気）
複勝票数 計 405313 的中 � 98732（2番人気）� 54558（3番人気）� 99884（1番人気）
枠連票数 計 189203 的中 （1－5） 26330（2番人気）
馬連票数 計 834134 的中 �� 95839（3番人気）
馬単票数 計 397297 的中 �� 24176（3番人気）
ワイド票数 計 465069 的中 �� 39919（2番人気）�� 92177（1番人気）�� 38781（3番人気）
3連複票数 計1054626 的中 ��� 170383（1番人気）
3連単票数 計1595428 的中 ��� 43027（3番人気）

ハロンタイム 11．5―10．5―11．4―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―22．0―33．4―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンファクト �
�
父 Speightstown �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．8．26 新潟13着

2015．5．22生 牡3栗 母 Missamerica Bertie 母母 Clever Bertie 9戦2勝 賞金 21，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月5日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 カポラヴォーロ号（疾病〔右角膜炎〕のため）
※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。
（非抽選馬） 3頭 オペラカイジン号・タイガーヴォーグ号・チリーシルバー号



21045 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第9競走 ��
��2，200�

つばめ

燕 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

11 ダブルフラット 牡3黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 504＋162：10．8レコード 7．6�

46 リビーリング 牡3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 500＋ 22：11．01� 1．8�
22 バリンジャー 	4栗 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 434＋ 82：11．74 25．5�
712 コンフィデンス 牡4栗 57 C．ルメール 近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 514－ 4 〃 ハナ 3．7�
813 サンデームーティエ 牡4栗 57 内田 博幸戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 444＋ 22：11．91� 10．1�
57 
 バスカヴィル 牡4鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

474－ 2 〃 ハナ 27．1	
34 ウイングセクション 牡3栗 54 江田 照男 
サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：12．11� 58．0�
58 マ ス ラ オ 	4栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 22：12．2� 193．5�
610 インペリアルフィズ 牡4栗 57 大野 拓弥 
社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 476＋ 82：12．3� 12．3
69 ワタシヲマッテル 牝3栗 52 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456－ 42：13．25 44．0�
33 
� ビジューブランシュ 牝4芦 55 武士沢友治広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple

Bloodstock 480＋ 22：13．41 137．6�
711 ラ ペ ル ト ワ 牝5青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 502＋ 22：14．25 209．6�
45 レッドグルック 牡7鹿 57 小崎 綾也 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 510＋182：14．62� 125．8�
814 メイショウカクオビ 	5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 B478－ 82：15．55 399．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，515，700円 複勝： 65，142，900円 枠連： 22，687，800円
馬連： 100，093，000円 馬単： 48，370，000円 ワイド： 63，418，400円
3連複： 132，568，600円 3連単： 205，778，000円 計： 689，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 110円 � 420円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，850円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 22，390円

票 数

単勝票数 計 515157 的中 � 53541（3番人気）
複勝票数 計 651429 的中 � 63987（3番人気）� 237699（1番人気）� 24787（6番人気）
枠連票数 計 226878 的中 （1－4） 26389（2番人気）
馬連票数 計1000930 的中 �� 114051（2番人気）
馬単票数 計 483700 的中 �� 19960（6番人気）
ワイド票数 計 634184 的中 �� 57025（2番人気）�� 8063（18番人気）�� 15720（11番人気）
3連複票数 計1325686 的中 ��� 21013（13番人気）
3連単票数 計2057780 的中 ��� 6661（65番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―10．8―12．1―12．4―11．5―11．8―12．4―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．2―34．0―46．1―58．5―1：10．0―1：21．8―1：34．2―1：46．5―1：58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
6－13，12，9，1，7（2，10）（3，14）11－4－8－5
6－13－12，1（9，7）（2，10，14）（3，11，4）（8，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダブルフラット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．28 京都10着

2015．3．3生 牡3黒鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 6戦2勝 賞金 21，936，000円

21046 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第10競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走15時10分 （芝・直線）
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 15，000，000円 4，900，000
4，900，000

円
円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 343，000円 74，000
74，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

59 レッドラウダ 牡5鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B524± 0 55．8 2．3�
48 シルヴァーコード 牝6芦 55 柴田 大知田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478－ 6 55．9� 24．0�
816 ア ー ヒ ラ 牝3芦 52 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 420－12 〃 同着 4．9�
611 グランシェリー 牝7芦 55 酒井 学間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522－ 4 56．0	 8．0�
12 フ ァ ド 牝5栗 55 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 486＋ 6 〃 ハナ 13．7	
713 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 490± 0 56．1� 89．6

612 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 442± 0 〃 ハナ 14．0�
23 ミキノドラマー 牡5鹿 57 三浦 皇成谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 492± 0 56．2	 6．4�
510 キッズライトオン 牡6栗 57 田辺 裕信瀬谷 雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 8 56．51	 45．7�
47 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 松岡 正海�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 476＋ 4 56．6	 64．3�
714 クリノレオノール 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 452－ 4 56．7� 44．8�
36 
 リバティーホール 牝9鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B454－ 4 56．8� 373．6�
815 レディーピンク 牝8鹿 55 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 456－ 4 57．01� 160．5�
35 ブラックバード �6鹿 57 西田雄一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム B462－ 2 〃 クビ 21．2�
11 トップライセンス 牝5青鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 492± 0 57．31� 46．6�
24 メイショウカイモン �7鹿 57 江田 照男松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 472± 0 58．04 306．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，583，400円 複勝： 58，755，900円 枠連： 36，789，700円
馬連： 147，586，100円 馬単： 63，350，700円 ワイド： 75，866，400円
3連複： 204，380，100円 3連単： 281，773，600円 計： 926，085，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 �
�

430円
170円 枠 連（4－5）（5－8）

910円
320円

馬 連 ��
��

1，220円
320円 馬 単 ��

��
1，680円
510円

ワ イ ド ��
��

910円
310円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ���
���

9，380円
6，370円

票 数

単勝票数 計 575834 的中 � 198443（1番人気）
複勝票数 計 587559 的中 � 151090（1番人気）� 24113（8番人気）� 86922（2番人気）
枠連票数 計 367897 的中 （4－5） 14193（8番人気）（5－8） 48444（1番人気）
馬連票数 計1475861 的中 �� 41919（9番人気）�� 196529（1番人気）
馬単票数 計 633507 的中 �� 13314（12番人気）�� 48606（1番人気）
ワイド票数 計 758664 的中 �� 20181（9番人気）�� 70583（1番人気）�� 13085（15番人気）
3連複票数 計2043801 的中 ��� 37412（11番人気）
3連単票数 計2817736 的中 ��� 10866（43番人気）��� 16056（28番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．6―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．1―43．9

上り4F43．8－3F33．3
勝馬の
紹 介

レッドラウダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．19 中京3着

2013．3．26生 牡5鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 27戦4勝 賞金 104，833，000円
〔制裁〕 アーヒラ号の騎手杉原誠人は，競走後半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戒告。（被害馬：11番）

２レース目



21047 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第10回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

46 グ リ ム 牡3芦 56 内田 博幸 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 502＋ 41：52．0 10．7�

815 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 56 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 522＋ 4 〃 クビ 43．0�
611 ビッグスモーキー 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 530＋ 41：52．53 27．9�
34 ドンフォルティス 牡3栗 56 石橋 脩山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 494± 0 〃 アタマ 4．5�
22 ア ル ク ト ス 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 536＋ 41：52．81� 7．3	
814 グレートタイム 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 41：53．01� 2．7

47 オ ノ リ ス 牡3黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：53．31� 83．8�
610 フロリアヌス 牡3鹿 56 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 21：53．4� 343．6�
35 アドマイヤビクター 牡3鹿 56 戸崎 圭太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 クビ 5．1
11 バ ク ハ ツ 牡3栗 56 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 508＋ 41：53．5クビ 147．6�
58 プロスパラスデイズ 牡3鹿 56 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 4 〃 クビ 16．4�
59 エングローサー 牡3鹿 56 田中 勝春中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 478－ 21：53．6クビ 17．5�
23 イダペガサス 牡3栗 56 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 23．7�
712 クレディブル 牡3芦 56 江田 照男清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 492－101：53．91� 238．6�
713 ミックベンハー 牡3栗 56 木幡 巧也�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 484＋10 〃 クビ 351．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 218，569，800円 複勝： 265，757，800円 枠連： 131，601，700円 馬連： 621，070，000円 馬単： 255，066，900円
ワイド： 309，955，200円 3連複： 970，213，600円 3連単： 1，528，636，600円 5重勝： 579，375，800円 計： 4，880，247，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 420円 � 800円 � 600円 枠 連（4－8） 1，290円

馬 連 �� 23，100円 馬 単 �� 41，190円

ワ イ ド �� 6，280円 �� 3，340円 �� 6，310円

3 連 複 ��� 102，870円 3 連 単 ��� 671，670円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 9，891，780円

票 数

単勝票数 計2185698 的中 � 162594（5番人気）
複勝票数 計2657578 的中 � 178369（5番人気）� 83427（10番人気）� 116131（9番人気）
枠連票数 計1316017 的中 （4－8） 78849（6番人気）
馬連票数 計6210700 的中 �� 20832（45番人気）
馬単票数 計2550669 的中 �� 4644（86番人気）
ワイド票数 計3099552 的中 �� 12699（45番人気）�� 24144（33番人気）�� 12633（46番人気）
3連複票数 計9702136 的中 ��� 7073（152番人気）
3連単票数 計15286366 的中 ��� 1650（902番人気）
5重勝票数 計5793758 的中 ����� 41

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―13．0―12．3―12．3―12．8―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．6―49．6―1：01．9―1：14．2―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ リ ム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．12．9 阪神3着

2015．4．28生 牡3芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 7戦4勝 賞金 72，791，000円
〔発走状況〕 プロスパラスデイズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 コマビショウ号・ショーム号・スズカアーチスト号・ダイシンカローリ号・チュウワウィザード号・

テイエムディラン号・マイネルユキツバキ号

21048 8月5日 曇 良 （30新潟2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

714 ニシノウララ 牝3青鹿52 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 446－ 41：20．6 6．0�
12 ス ピ ア ー ノ 牝3黒鹿52 津村 明秀清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 444－ 41：20．7� 48．3�
715 グラドゥアーレ 牡4栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 472－ 81：20．91	 5．3�
59 マイティーワークス 牝3青鹿52 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 452± 0 〃 クビ 12．6�
24 アイアムヒメ 牝3栗 52 田中 勝春玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458± 01：21．0クビ 24．4�
48 
 チョコマウンテン 牡4鹿 57 横山 和生	Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 496＋ 6 〃 クビ 169．0

611
 レッドヴィクター �4鹿 57

54 ▲木幡 育也 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 432－101：21．1クビ 67．4�
817 ベストティアーズ 牝4青 55 大野 拓弥 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 474± 01：21．31	 7．0�
47 サンタナブルー 牡6黒鹿 57

55 △藤田菜七子 	YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 470－ 6 〃 ハナ 14．0
11 ブライティアサイト 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 492＋24 〃 ハナ 336．7�
713 シアトルトウショウ 牝3青鹿52 酒井 学トウショウ産業	 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468± 01：21．4� 89．5�
612 ロフティフレーズ 牝3黒鹿52 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444± 01：21．61	 4．4�
23 ハイアーグラウンド 牡4鹿 57 石橋 脩小村アセットM	 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 41：21．7� 33．3�
510 グットクルサマー 牡3栗 54 福永 祐一 	アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋ 41：21．8� 5．5�
818
 プロタゴニスト 牡7鹿 57

56 ☆木幡 巧也佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 2 〃 クビ 111．1�

816 リビングマイライフ 牝3鹿 52 松岡 正海	G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 21：21．9� 28．1�

35 メルムサール �3青鹿54 江田 照男	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 418－201：22．0クビ 321．8�
36 エ ト ナ 牡3鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 490＋ 41：23．7大差 36．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 107，080，400円 複勝： 143，450，900円 枠連： 64，068，400円
馬連： 221，602，300円 馬単： 88，118，800円 ワイド： 147，843，900円
3連複： 341，731，700円 3連単： 436，275，400円 計： 1，550，171，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 1，040円 � 200円 枠 連（1－7） 7，420円

馬 連 �� 17，520円 馬 単 �� 25，880円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 710円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 31，850円 3 連 単 ��� 204，850円

票 数

単勝票数 計1070804 的中 � 142020（4番人気）
複勝票数 計1434509 的中 � 187802（4番人気）� 27743（12番人気）� 213830（2番人気）
枠連票数 計 640684 的中 （1－7） 6688（20番人気）
馬連票数 計2216023 的中 �� 9798（49番人気）
馬単票数 計 881188 的中 �� 2553（78番人気）
ワイド票数 計1478439 的中 �� 8072（49番人気）�� 56662（6番人気）�� 9487（43番人気）
3連複票数 計3417317 的中 ��� 8045（97番人気）
3連単票数 計4362754 的中 ��� 1544（601番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．2―45．8―57．4―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノウララ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Rahy デビュー 2017．8．6 新潟1着

2015．2．28生 牝3青鹿 母 パ ラ デ ィ ナ 母母 Khumba Mela 5戦2勝 賞金 20，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルチレイロ号・エスカラード号・グランドピルエット号・スプリングゲイル号

５レース目



（30新潟2）第4日 8月5日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

232，300，000円
3，890，000円
22，360，000円
1，761，000円
27，640，000円
72，767，000円
4，805，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
748，086，400円
920，548，200円
383，677，500円
1，596，480，300円
724，762，500円
931，134，000円
2，321，534，400円
3，525，041，800円
579，375，800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
5 重 勝
計 11，730，640，900円

総入場人員 12，533名 （有料入場人員 10，296名）
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