
21049 8月11日 曇 良 （30新潟2）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （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
1：08．7
1：07．8

良
良

35 マーマレードガール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 450± 01：09．8 6．3�
713 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿54 大野 拓弥中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 442－ 2 〃 クビ 2．4�
36 マイネルアルケミー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 460－ 2 〃 アタマ 19．9�
611� ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 442－121：09．9クビ 9．1�

818 ニシノオウキ 牡2青鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 460＋ 21：10．53� 8．8	
12 ジョガールボニート 牡2青鹿54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 440－ 4 〃 クビ 13．8

48 ルーナセレナータ 牝2黒鹿54 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 420－ 21：10．6クビ 17．2�
816 ショウナンガナドル 牡2黒鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 458－ 21：10．81� 6．9�
59 ワラウウマザンマイ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 412± 01：11．22� 79．2
11 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 422－ 21：11．51	 337．0�
612 ソ ラ タ カ ク 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 小泉牧場 386－ 4 〃 クビ 287．4�
714 ニシノアマタ 牝2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 440－ 41：11．71
 140．1�
47 バロンキング 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 410＋ 6 〃 クビ 138．4�
23 ナツノトビラ 牝2鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 428 ―1：11．8クビ 189．5�
817 スカイイーグル 牡2鹿 54 柴田 善臣小島 俊治氏 的場 均 浦河 辻 牧場 448－ 81：11．9� 374．7�
510 グレイトレナウン 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 8 〃 ハナ 319．6�
715 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 440－10 〃 クビ 362．2�
24 ダディフィンガー 牡2鹿 54 田中 勝春野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 478－121：12．21	 34．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，147，800円 複勝： 46，461，000円 枠連： 13，615，600円
馬連： 54，944，600円 馬単： 27，217，800円 ワイド： 39，925，000円
3連複： 81，942，400円 3連単： 96，593，400円 計： 389，847，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 130円 � 410円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，510円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 22，350円

票 数

単勝票数 計 291478 的中 � 38726（2番人気）
複勝票数 計 464610 的中 � 60824（3番人気）� 131048（1番人気）� 19851（8番人気）
枠連票数 計 136156 的中 （3－7） 17716（2番人気）
馬連票数 計 549446 的中 �� 49211（2番人気）
馬単票数 計 272178 的中 �� 9745（6番人気）
ワイド票数 計 399250 的中 �� 27479（2番人気）�� 6392（19番人気）�� 10864（12番人気）
3連複票数 計 819424 的中 ��� 14233（14番人気）
3連単票数 計 965934 的中 ��� 3133（69番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 5（8，6，13）（9，16）（2，11，18）－1，12－（3，17）（7，15）（4，10）－14 4 ・（5，6，13）（8，9，16）（2，11，18）－1－12（3，17）（7，15）（4，10）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マーマレードガール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．6．3 東京7着

2016．4．18生 牝2黒鹿 母 ミスマーマレード 母母 バッフドオレンジ 4戦1勝 賞金 7，500，000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 ダンスナンバー号

21050 8月11日 曇 良 （30新潟2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

815 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 442－ 41：56．0 2．3�
58 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 石川裕紀人バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 442－ 21：56．1� 10．4�
34 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B480＋ 41：56．2� 9．5�
611 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 484＋ 41：56．62� 10．3�
11 ミセスユウコチャン 牝3栗 54 宮崎 北斗長谷川 彰氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 450－ 21：57．02� 179．5�
59 バーキンブライアン 牝3栗 54 嶋田 純次新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 438＋221：57．21 213．0	
712 コーズウェイベイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－14 〃 アタマ 15．5

47 オスカーレーヴ 牝3鹿 54 柴田 大知森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 446＋ 21：57．3� 20．3�
814 シーズラック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：57．4� 57．3�
713 ゴールデンライラ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 460＋ 41：57．5� 17．6
35 ジュノーフォンテン 牝3鹿 54 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 498－ 41：58．56 4．1�
23 シュネッラー 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 434－ 21：59．67 45．5�
46 サニージューク 牝3鹿 54 杉原 誠人 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：59．81 245．0�
610 ノーブルプロスパー 牝3青鹿54 江田 照男ホースアディクト加藤 和宏 新ひだか 元茂牧場 B456＋ 82：03．6大差 200．4�
22 スターソフィア 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 晴哉氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 82：07．1大差 16．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，420，600円 複勝： 40，556，500円 枠連： 13，690，100円
馬連： 47，927，800円 馬単： 24，150，600円 ワイド： 34，424，100円
3連複： 68，401，700円 3連単： 81，861，100円 計： 333，432，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 250円 � 260円 枠 連（5－8） 1，290円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 470円 �� 490円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 224206 的中 � 75408（1番人気）
複勝票数 計 405565 的中 � 116735（1番人気）� 34068（4番人気）� 31623（5番人気）
枠連票数 計 136901 的中 （5－8） 8214（6番人気）
馬連票数 計 479278 的中 �� 31557（4番人気）
馬単票数 計 241506 的中 �� 9917（5番人気）
ワイド票数 計 344241 的中 �� 19376（3番人気）�� 18377（4番人気）�� 8605（13番人気）
3連複票数 計 684017 的中 ��� 19218（9番人気）
3連単票数 計 818611 的中 ��� 6195（20番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．4―13．8―13．1―13．1―13．5―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．0―49．8―1：02．9―1：16．0―1：29．5―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
・（5，10）（8，13）（2，15）4（1，7）（3，11，12）14，9＝6・（5，13，4）（8，15）（10，7，12）11（14，9）－3（2，1）－6

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

勝馬の
紹 介

ジェイエルノブレス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．7 東京5着

2015．5．28生 牝3鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 8戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルプロスパー号・スターソフィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

9月11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。
（非抽選馬） 1頭 ディーズファクター号

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５日



21051 8月11日 曇 良 （30新潟2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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 レッドフレイ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：54．6 9．2�

58 ア カ ツ キ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458＋ 81：55．13 92．6�

34 ダンスメーカー 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 482－ 41：55．2� 1．8�
611 パリスハート 牝3鹿 54 津村 明秀日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 452－ 21：55．3クビ 179．3�
610 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B464＋ 2 〃 クビ 3．0	
59 トップフィリア 牡3黒鹿56 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 452＋ 61：55．93� 23．7

712 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± 0 〃 アタマ 27．3�
23 オーバーハング 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B490± 01：56．22 17．1�
46 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54

52 △藤田菜七子グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 428－ 21：56．83� 32．1
35 キタノアラムシャ 牡3黒鹿56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 464－ 21：57．11� 224．5�
11 マイネルトワイス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 B484－ 61：57．84 40．0�
47 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 武士沢友治�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 B478± 01：58．43� 356．8�
814 ベ リ ー グ ウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗河村 祥史氏 伊藤 伸一 宮城 佐藤 庄一 494－181：59．25 710．1�
713 ガ ブ リ エ ル 牡3栗 56 菱田 裕二原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462－ 61：59．3� 20．3�
22 ナ イ ト メ ア 牡3栗 56 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B522＋111：59．4� 348．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，864，300円 複勝： 73，879，400円 枠連： 13，431，600円
馬連： 59，520，000円 馬単： 35，723，100円 ワイド： 42，264，700円
3連複： 83，826，400円 3連単： 127，697，500円 計： 472，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 1，080円 � 110円 枠 連（5－8） 8，360円

馬 連 �� 41，590円 馬 単 �� 74，830円

ワ イ ド �� 9，440円 �� 500円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 25，110円 3 連 単 ��� 276，360円

票 数

単勝票数 計 358643 的中 � 31057（3番人気）
複勝票数 計 738794 的中 � 42725（3番人気）� 8275（10番人気）� 375271（1番人気）
枠連票数 計 134316 的中 （5－8） 1245（17番人気）
馬連票数 計 595200 的中 �� 1109（43番人気）
馬単票数 計 357231 的中 �� 358（78番人気）
ワイド票数 計 422647 的中 �� 1084（47番人気）�� 23682（2番人気）�� 4973（16番人気）
3連複票数 計 838264 的中 ��� 2503（49番人気）
3連単票数 計1276975 的中 ��� 335（422番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―13．8―13．2―12．7―13．0―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．5―50．3―1：03．5―1：16．2―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

レッドフレイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Panis 初出走

2015．3．16生 牡3黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アルファルミナス号・イディナローク号・ファルステーロ号・フォルミダーブル号

21052 8月11日 曇 良 （30新潟2）第5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）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

44 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 490－ 63：04．2 3．5�
710 コスモストレンジ 牡4栗 60 山本 康志 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 488± 03：04．51� 27．2�
812 ショウナンアリスト 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 484＋ 83：04．92� 5．8�
55 シングンマイケル �4鹿 60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 450＋ 23：05．43 2．7�
56 ヴェラヴァルスター 牡6栗 60 小野寺祐太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 7．3�
79 サンマルホーム 牡8栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 442－ 4 〃 クビ 28．0	
67 ラピッドシップ 牡4黒鹿60 高田 潤飯田 正剛氏 中竹 和也 新ひだか 千代田牧場 468± 03：05．93 23．3

33 シゲルヒノクニ 牡6栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 中村 雅明 510－ 63：06．0� 44．5�
22 クワッドアクセル 牡6栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 6 〃 アタマ 55．7�
11 	 グリーティングワン 牡8黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－123：06．1クビ 241．1
68 エオヒップス �4青鹿60 植野 貴也前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 43：06．84 16．1�
811 マコトサダイジン �7栗 60 熊沢 重文�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442± 03：08．5大差 14．6�
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売 得 金
単勝： 20，678，500円 複勝： 25，131，000円 枠連： 12，181，100円
馬連： 38，782，200円 馬単： 21，482，600円 ワイド： 25，644，000円
3連複： 56，979，500円 3連単： 80，596，100円 計： 281，475，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 490円 � 190円 枠 連（4－7） 2，550円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 500円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 10，230円 3 連 単 ��� 55，960円

票 数

単勝票数 計 206785 的中 � 47245（2番人気）
複勝票数 計 251310 的中 � 40348（2番人気）� 10380（8番人気）� 38815（3番人気）
枠連票数 計 121811 的中 （4－7） 3693（10番人気）
馬連票数 計 387822 的中 �� 5598（18番人気）
馬単票数 計 214826 的中 �� 1967（26番人気）
ワイド票数 計 256440 的中 �� 3457（24番人気）�� 14358（3番人気）�� 3624（22番人気）
3連複票数 計 569795 的中 ��� 4174（34番人気）
3連単票数 計 805961 的中 ��� 1044（180番人気）
上り 1マイル 1：42．9 4F 50．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
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 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡9黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 障害：8戦2勝 賞金 28，380，000円



21053 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5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 2，800，000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
1：46．6
1：45．6

良
良

713 ホウオウサーベル 牡2鹿 54 M．デムーロ小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472 ―1：48．4 1．4�
59 マイネルエキサイト 牡2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 462 ―1：49．03� 70．2�

610 サクラザチェンジ 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 472 ―1：49．1� 24．8�
58 レオンドーロ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 452 ―1：49．52� 9．8�
34 ヤップヤップヤップ 牡2栗 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 426 ―1：49．71
 100．5	
46 ハートハーツ 牝2鹿 54 石川裕紀人廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 408 ―1：50．01� 52．1

11 ローガンテソーロ 牡2黒鹿54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 508 ―1：50．32 36．0�
712 ヴェイパライズ 牡2黒鹿54 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 452 ―1：50．4クビ 114．0�
611 コスモセレッソ 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 中橋 清 482 ―1：50．71� 455．2
814 ト ゥ ル ボ ー 牡2栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480 ―1：50．91
 7．2�
815 ラティーンセイル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 7．6�
35 インスタントカーマ 牡2栗 54 津村 明秀薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 484 ― 〃 ハナ 51．8�
47 カ ラ テ 牡2黒鹿54 内田 博幸小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 476 ―1：51．22 64．7�
22 ラストクリーガー 牡2鹿 54 武士沢友治辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 村田牧場 446 ―1：51．3クビ 234．6�

（14頭）
23 グレイスアン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，120，700円 複勝： 86，116，000円 枠連： 15，881，700円
馬連： 49，149，000円 馬単： 35，281，400円 ワイド： 37，282，800円
3連複： 68，033，900円 3連単： 113，069，700円 計： 447，935，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 600円 � 320円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 990円 �� 540円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 38，140円

票 数

単勝票数 差引計 431207（返還計 738） 的中 � 236573（1番人気）
複勝票数 差引計 861160（返還計 884） 的中 � 597088（1番人気）� 11562（8番人気）� 24940（5番人気）
枠連票数 差引計 158817（返還計 7 ） 的中 （5－7） 25410（2番人気）
馬連票数 差引計 491490（返還計 2568） 的中 �� 11848（10番人気）
馬単票数 差引計 352814（返還計 1436） 的中 �� 7267（10番人気）
ワイド票数 差引計 372828（返還計 1536） 的中 �� 9637（10番人気）�� 18879（4番人気）�� 2016（36番人気）
3連複票数 差引計 680339（返還計 6945） 的中 ��� 4614（33番人気）
3連単票数 差引計1130697（返還計 10802） 的中 ��� 2149（100番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．9―12．9―12．6―11．9―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．4―49．3―1：01．9―1：13．8―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウサーベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Acatenango 初出走

2016．5．6生 牡2鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 グレイスアン号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ローガンテソーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※コスモセレッソ号・ラストクリーガー号・ラティーンセイル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21054 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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
53．7
53．7

良
良

713 ブ シ ョ ウ 牡3栗 56 石橋 脩�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B480± 0 55．4 10．9�
23 グラスレガシー 牝3黒鹿54 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510± 0 55．5� 19．7�
47 フジノビューティ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 448－18 55．71 134．7�
817 セレブレーション 牝3鹿 54 西田雄一郎髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 414＋ 2 55．91� 4．5�
816 ホウオウシックス 牡3栗 56 石川裕紀人小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B448－ 8 56．11� 18．6	
715 ブライティアシップ 牝3鹿 54 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 438 ― 〃 ハナ 46．3

612 ラブヘネシー 牝3栗 54 丸田 恭介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 418－12 56．31� 39．4�
818 エボニーマーブル 牡3黒鹿56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 白井牧場 462－ 4 〃 アタマ 3．9�
510 ラブリーアゲン 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 430－ 2 56．51� 4．3
714 ナンヨーイヴェール 牝3鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 482－ 2 56．81� 6．5�
611	 バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 474＋ 4 〃 クビ 10．2�

59 ビーサエッタ 牝3黒鹿54 石神 深一馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 帰山 清貴 B430＋12 57．01
 212．4�
35 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 嶋田 純次小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 458＋ 4 〃 クビ 84．8�
36 ミメウルワシ 牝3栃栗54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448＋16 57．21� 323．5�
11 エ ラ ス タ ル 牡3黒鹿56 三浦 皇成湯澤 久徳氏 大江原 哲 日高 鹿戸 正幸 496＋ 6 57．41
 171．3�
48 ファンライフ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 458＋34 57．5クビ 346．2�
24 ドラゴンホール 牡3黒鹿56 津村 明秀前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 B470＋ 2 57．6� 74．7�
12 ブルベアダイズ �3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �ブルアンドベア 浅野洋一郎 浦河 高岸 順一 482＋ 2 58．02
 378．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，322，200円 複勝： 37，588，600円 枠連： 23，794，100円
馬連： 69，712，400円 馬単： 29，199，800円 ワイド： 43，878，500円
3連複： 95，882，800円 3連単： 108，675，400円 計： 442，053，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 330円 � 370円 � 2，330円 枠 連（2－7） 2，780円

馬 連 �� 10，080円 馬 単 �� 20，790円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 10，580円 �� 18，010円

3 連 複 ��� 221，950円 3 連 単 ��� 997，330円

票 数

単勝票数 計 333222 的中 � 24265（6番人気）
複勝票数 計 375886 的中 � 32869（6番人気）� 27743（7番人気）� 3687（13番人気）
枠連票数 計 237941 的中 （2－7） 6614（10番人気）
馬連票数 計 697124 的中 �� 5357（32番人気）
馬単票数 計 291998 的中 �� 1053（65番人気）
ワイド票数 計 438785 的中 �� 3745（32番人気）�� 1065（62番人気）�� 624（78番人気）
3連複票数 計 958828 的中 ��� 324（271番人気）
3連単票数 計1086754 的中 ��� 79（1347番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．4―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―32．9―43．6

上り4F43．3－3F32．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ シ ョ ウ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun デビュー 2017．6．3 東京2着

2015．2．27生 牡3栗 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 10戦1勝 賞金 12，550，000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。
（非当選馬） 2頭 カプリロマン号・サクラノハナビラ号
（非抽選馬） 2頭 ココロザシ号・ドリームジャンボ号



21055 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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

712 クリムゾンバローズ �5栗 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 510－ 41：12．0 3．8�
713 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 472－ 41：12．21� 12．3�
58 シャンパンサーベル 牝6黒鹿55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－ 8 〃 クビ 4．3�
22 オペラカイジン 牡3黒鹿54 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 81：12．3クビ 18．8�
34 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57 M．デムーロ千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B496－ 61：12．61� 3．0�
23 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 52 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 438＋ 61：12．81� 30．2�
35 	 ア ポ ス ト ル 牡3芦 54 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 502－ 81：13．01� 53．8	
611 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B486＋ 6 〃 ハナ 41．7

46 	 セブンレジェンド 牡4黒鹿 57

55 △藤田菜七子橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 512－171：13．1� 42．1�
47 スリーチェイサー 牡3鹿 54 田辺 裕信永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466－ 61：13．2� 16．2
815 ウォーターメロン 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B516＋ 21：13．41� 57．3�
814 エ ル ヴ ス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 的場 均 新冠 村上牧場 472＋ 8 〃 ハナ 106．9�
59 シトラスクーラー �5鹿 57 石橋 脩�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 468± 01：13．61
 13．9�
11 ケイアイテディ 牡3栗 54 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 470＋201：13．7クビ 32．3�
610	 カクタスバンガー �4青鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B446± 01：16．5大差 189．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，251，200円 複勝： 53，696，300円 枠連： 18，997，100円
馬連： 82，405，900円 馬単： 34，189，600円 ワイド： 52，421，900円
3連複： 103，801，000円 3連単： 125，230，700円 計： 509，993，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 200円 � 160円 枠 連（7－7） 2，110円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 720円 �� 480円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 18，920円

票 数

単勝票数 計 392512 的中 � 81960（2番人気）
複勝票数 計 536963 的中 � 87917（3番人気）� 61741（4番人気）� 91676（2番人気）
枠連票数 計 189971 的中 （7－7） 6970（9番人気）
馬連票数 計 824059 的中 �� 30218（6番人気）
馬単票数 計 341896 的中 �� 6986（11番人気）
ワイド票数 計 524219 的中 �� 18213（6番人気）�� 29160（3番人気）�� 16972（7番人気）
3連複票数 計1038010 的中 ��� 20412（10番人気）
3連単票数 計1252307 的中 ��� 4798（41番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―47．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリムゾンバローズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．6．21 東京3着

2013．2．23生 �5栗 母 ドーニングストーム 母母 Triumph At Dawn 10戦3勝 賞金 22，900，000円
〔騎手変更〕 シトラスクーラー号の騎手大野拓弥は，病気のため石橋脩に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カクタスバンガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11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。
（非抽選馬） 1頭 ココロノイコロ号

21056 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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 7，500，000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
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ミスティックグロウ 牡3鹿 54 横山 典弘 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452± 01：59．6 1．6�
78 アンネリース 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 486＋122：00．13 6．2�
22 カーロバンビーナ 牝3鹿 52 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 398－ 2 〃 クビ 4．6�
810 ギ ャ ラ ッ ド �3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 468－ 82：00．41	 9．1�
33 ヒラボクビューン �4鹿 57 田辺 裕信�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 460－ 22：00．61
 15．1	
66 エバープリンセス 牝4栗 55 柴田 善臣宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 452－122：00．7	 108．5

77 タイプムーン 牝3黒鹿52 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 454－ 22：00．8� 39．2�
55 カラリエーヴァ 牝3鹿 52 北村 宏司天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 486＋ 2 〃 アタマ 23．2�
44 ファントムグレイ 牡5芦 57 三浦 皇成山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426－ 22：01．33 44．5
89 スターリバー 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 420－ 22：01．51 321．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，451，700円 複勝： 77，355，000円 枠連： 13，260，900円
馬連： 69，966，700円 馬単： 43，191，900円 ワイド： 43，895，900円
3連複： 78，996，000円 3連単： 164，995，600円 計： 539，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（1－7） 310円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 320円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，630円

票 数

単勝票数 計 474517 的中 � 226196（1番人気）
複勝票数 計 773550 的中 � 436364（1番人気）� 84483（2番人気）� 78538（3番人気）
枠連票数 計 132609 的中 （1－7） 32472（1番人気）
馬連票数 計 699667 的中 �� 127745（1番人気）
馬単票数 計 431919 的中 �� 60077（1番人気）
ワイド票数 計 438959 的中 �� 64302（1番人気）�� 51152（2番人気）�� 31075（4番人気）
3連複票数 計 789960 的中 ��� 109953（1番人気）
3連単票数 計1649956 的中 ��� 73276（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―12．0―13．0―12．4―11．8―11．1―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．3―49．3―1：02．3―1：14．7―1：26．5―1：37．6―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．1
3 5，7（4，8）（6，10，2）1，3，9 4 5－（4，7）8（6，10，2）1，3，9

勝馬の
紹 介

ミスティックグロウ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Generous デビュー 2018．6．3 東京1着

2015．2．24生 牡3鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 2戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ファントムグレイ号の騎手大野拓弥は，病気のため三浦皇成に変更。



21057 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第9競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：44．6
1：43．9

良
良

56 ディメンシオン 牝4鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 448± 01：45．1 5．1�
22 ウラヌスチャーム 牝3黒鹿52 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 5．6�
710 ペイドメルヴェイユ 牝4栗 55 杉原 誠人吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482＋ 41：45．2� 66．6�
68 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 55 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458± 01：45．3� 7．7�
811 ウインシトリン 牝4黒鹿55 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 442－ 4 〃 クビ 267．8�
67 ヨシノザクラ 牝5芦 55 田辺 裕信前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 21：45．51� 33．9	
812 カイザーバル 牝5黒鹿55 石橋 脩 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 11．6�
33 スマートルビー 牝5栗 55 北村 宏司大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442＋ 21：45．6� 33．4�
11 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 430－121：45．7クビ 72．6
79 ロ ケ ッ ト 牝3栗 52 津村 明秀ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋101：45．8� 7．6�
44 プリンセスアスク 牝7青鹿55 三浦 皇成廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 468－ 21：47．07 118．8�
55 ハナレイムーン 牝4鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 442＋181：47．63� 2．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，252，300円 複勝： 79，994，900円 枠連： 22，313，500円
馬連： 118，895，800円 馬単： 53，144，000円 ワイド： 74，626，500円
3連複： 145，246，400円 3連単： 211，264，900円 計： 764，738，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 200円 � 1，120円 枠 連（2－5） 400円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 3，550円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 19，650円 3 連 単 ��� 73，000円

票 数

単勝票数 計 592523 的中 � 92614（2番人気）
複勝票数 計 799949 的中 � 123391（2番人気）� 117452（3番人気）� 13918（10番人気）
枠連票数 計 223135 的中 （2－5） 42418（1番人気）
馬連票数 計1188958 的中 �� 58861（6番人気）
馬単票数 計 531440 的中 �� 13698（9番人気）
ワイド票数 計 746265 的中 �� 37089（6番人気）�� 5197（30番人気）�� 4778（33番人気）
3連複票数 計1452464 的中 ��� 5543（56番人気）
3連単票数 計2112649 的中 ��� 2098（223番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―12．1―12．1―11．8―11．3―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．1―47．2―59．3―1：11．1―1：22．4―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 4，9（10，12）（5，6，11）3（2，7）8－1 4 4（10，9，12）（5，6，11）（2，3，7）8，1

勝馬の
紹 介

ディメンシオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．2．9生 牝4鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 8戦4勝 賞金 44，907，000円
〔騎手変更〕 ヒストリア号の騎手大野拓弥は，病気のため内田博幸に変更。

21058 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第10競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．8．12以降30．8．5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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 チュウワウィザード 牡3青鹿54 戸崎 圭太中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：53．7 2．4�
46 アナザートゥルース �4栗 57．5 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 2 〃 クビ 2．8�
35 アームズレングス 牝5鹿 52 M．デムーロ諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504＋121：53．8� 6．4�
58 スペルマロン �4栗 56 江田 照男西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 502＋ 6 〃 ハナ 19．6�
23 ダイワインパルス 牡6鹿 56 内田 博幸大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478－ 8 〃 クビ 15．1�
610 ウォーターレスター 牡5黒鹿54 丸田 恭介山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 526－ 21：53．9クビ 41．8	
712 ジャストコーズ �5青鹿54 北村 宏司 
社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 21：54．21	 19．9�
814 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿51 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B408－12 〃 クビ 478．4�
815 ボーントゥレイン 牡5鹿 54 木幡 巧也窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 518－ 21：54．51	 349．7
47 ダ ン カ ン 牡6鹿 54 柴田 大知杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460－ 4 〃 クビ 218．4�
22 ドラゴンズタイム 牡7鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B450＋ 41：54．81	 318．7�
11 ダンツチェック 牝5鹿 52 柴田 善臣山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 528＋201：55．01
 128．7�
59 サウンドマジック 牝4栗 52 藤田菜七子増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 438－ 41：55．31	 9．9�
611 コティニャック 牡6青鹿55 三浦 皇成伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B514－ 41：55．51� 64．5�
34 � パブリックフレンド 牡6青 53 木幡 育也西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 476－ 81：55．71 473．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，493，800円 複勝： 70，760，200円 枠連： 29，971，200円
馬連： 142，459，600円 馬単： 64，152，700円 ワイド： 80，093，400円
3連複： 199，974，400円 3連単： 273，503，600円 計： 919，408，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 420円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 584938 的中 � 194121（1番人気）
複勝票数 計 707602 的中 � 170189（1番人気）� 169490（2番人気）� 77049（3番人気）
枠連票数 計 299712 的中 （4－7） 75124（1番人気）
馬連票数 計1424596 的中 �� 342442（1番人気）
馬単票数 計 641527 的中 �� 94568（1番人気）
ワイド票数 計 800934 的中 �� 138170（1番人気）�� 53525（2番人気）�� 41981（3番人気）
3連複票数 計1999744 的中 ��� 186827（1番人気）
3連単票数 計2735036 的中 ��� 71201（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．9―51．2―1：04．1―1：16．4―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チュウワウィザード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．2．17 京都1着

2015．4．19生 牡3青鹿 母 チュウワブロッサム 母母 オータムブリーズ 5戦3勝 賞金 34，486，000円
〔騎手変更〕 アナザートゥルース号の騎手大野拓弥は，病気のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エオリア号・クリノフウジン号・ソルプレーサ号・ダイシンカローリ号・ダンツゴウユウ号・フィールシュパース号・

フクサンローズ号・モンストルコント号



21059 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．8．12以降30．8．5まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

新潟日報賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 アドマイヤリアル 牡5青鹿54 田辺 裕信近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486－ 21：20．5 13．2�
818 ショウナンライズ 牡5栗 55 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468＋ 21：20．6� 13．9�
713 ネオスターダム 牡6黒鹿55 戸崎 圭太一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 アタマ 14．8�
817 アンブロジオ 牡3栗 54 横山 典弘 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 61：20．7� 5．4�
816 ワキノヒビキ 牡6鹿 54 木幡 巧也脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 494－10 〃 クビ 123．5�
36 キアロスクーロ 	5黒鹿54 福永 祐一水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490± 0 〃 ハナ 19．6	
714 キョウワゼノビア 牝5黒鹿52 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋12 〃 ハナ 7．0

35 ディバインコード 牡4鹿 57．5 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 496－ 41：20．8� 5．8�
12 オデュッセウス 	5鹿 55 菱田 裕二ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 ハナ 214．4
612 シャドウダンサー 	7黒鹿54 柴田 大知飯塚 知一氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B490＋ 41：20．9クビ 101．0�
611 トーホウハニー 牝6鹿 52 田中 勝春東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 442－ 4 〃 クビ 51．3�
59 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 56 石川裕紀人ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 2 〃 アタマ 10．8�
510 メイショウブイダン 牡7鹿 53 村田 一誠松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B456－121：21．0� 399．2�
715 ルグランパントル 	6鹿 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476－ 2 〃 ハナ 180．9�
23 エスティタート 牝5鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：21．1� 8．1�
11 ヴゼットジョリー 牝4黒鹿55．5 石橋 脩 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 464－ 41：21．42 4．6�
48 
 テ ン テ マ リ 牝7黒鹿51 藤田菜七子合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444＋ 81：21．61 115．5�

（17頭）
47 
 キングクリチャン 牡9栗 52 山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 86，191，300円 複勝： 145，068，200円 枠連： 76，739，700円
馬連： 330，641，400円 馬単： 115，464，800円 ワイド： 167，499，700円
3連複： 479，795，100円 3連単： 608，596，800円 計： 2，009，997，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 500円 � 450円 � 400円 枠 連（2－8） 1，270円

馬 連 �� 10，420円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 3，100円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 44，450円 3 連 単 ��� 244，990円

票 数

単勝票数 差引計 861913（返還計 912） 的中 � 52124（7番人気）
複勝票数 差引計1450682（返還計 2403） 的中 � 74989（9番人気）� 85166（8番人気）� 97302（7番人気）
枠連票数 差引計 767397（返還計 122） 的中 （2－8） 46632（7番人気）
馬連票数 差引計3306414（返還計 9711） 的中 �� 24574（42番人気）
馬単票数 差引計1154648（返還計 4132） 的中 �� 4526（78番人気）
ワイド票数 差引計1674997（返還計 6891） 的中 �� 13428（44番人気）�� 13922（43番人気）�� 15507（41番人気）
3連複票数 差引計4797951（返還計 31883） 的中 ��� 8095（134番人気）
3連単票数 差引計6085968（返還計 40120） 的中 ��� 1801（781番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．4―11．2―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．6―46．0―57．2―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 ・（4，18，12）（1，5，17）（2，3，6，14）11（9，10，15）13（8，16） 4 ・（4，18，12）－（1，5）17（2，3）（6，14）（9，10，11）（13，15）（8，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリアル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．3．13 阪神1着

2013．2．11生 牡5青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana 11戦4勝 賞金 48，285，000円
〔出走取消〕 キングクリチャン号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ワキノヒビキ号の騎手大野拓弥は，病気のため木幡巧也に変更。

21060 8月11日 晴 良 （30新潟2）第5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 7，500，000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
1：31．5
1：30．7

良
良

22 ミカリーニョ 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438－ 61：33．2 2．8�
45 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 52 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 428－ 4 〃 クビ 6．5�
57 オルトルート 牝3栗 52 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454＋ 41：33．3� 9．8�
69 トーセンアンバー 牝3鹿 52 戸崎 圭太島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋121：33．4クビ 3．8�
610 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿55 柴田 善臣小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 458＋ 8 〃 ハナ 40．3	
712 スピリットソウル 牡4黒鹿57 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 01：33．61� 8．8

34 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480± 01：34．13 5．6�
33 カトルラポール 牝5鹿 55 内田 博幸石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 472＋ 41：34．73� 29．9
814 エスカラード 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 466＋12 〃 アタマ 147．2�

813	 コスモリョウゲツ 牡4鹿 57 菱田 裕二杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 456＋121：34．9� 123．9�
46 	 メジャーロール 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－151：35．32� 317．8�

711	 アンヴェルス 牡4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 458＋ 61：35．72� 521．7�

11 ハロービギン 牡3鹿 54
51 ▲山田 敬士大原 詔宏氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社

大原ファーム 448± 01：36．44 430．3�
58 スプリングゲイル 牝4青鹿55 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B472± 01：41．3大差 90．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，199，500円 複勝： 83，176，800円 枠連： 33，251，000円
馬連： 150，586，400円 馬単： 67，054，500円 ワイド： 91，148，800円
3連複： 191，329，000円 3連単： 299，847，800円 計： 991，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 240円 枠 連（2－4） 840円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 580円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 751995 的中 � 214356（1番人気）
複勝票数 計 831768 的中 � 193357（1番人気）� 115964（3番人気）� 71475（6番人気）
枠連票数 計 332510 的中 （2－4） 30433（3番人気）
馬連票数 計1505864 的中 �� 126276（3番人気）
馬単票数 計 670545 的中 �� 39902（4番人気）
ワイド票数 計 911488 的中 �� 65530（3番人気）�� 39741（8番人気）�� 24812（13番人気）
3連複票数 計1913290 的中 ��� 60296（7番人気）
3連単票数 計2998478 的中 ��� 28671（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．9―12．6―12．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．7―33．8―45．7―58．3―1：10．3―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカリーニョ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pulpit デビュー 2017．8．19 札幌2着

2015．4．15生 牝3黒鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 6戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 オルトルート号の騎手大野拓弥は，病気のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングゲイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月11日まで平地

競走に出走できない。



（30新潟2）第5日 8月11日 （祝日） 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 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

211，820，000円
2，590，000円
16，000，000円
1，430，000円
23，370，000円
72，282，500円
5，248，400円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
550，393，900円
819，783，900円
287，127，600円
1，214，991，800円
550，252，800円
733，105，300円
1，654，208，600円
2，291，932，600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 8，101，796，500円

総入場人員 11，010名 （有料入場人員 9，255名）
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