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21121 8月31日 晴 重 （25新潟2）第11日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

47 ファンファーレ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 466－ 21：12．0 1．9�
46 アイティダイヤ 牝2栗 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 446－ 21：12．21� 9．4�
815 クインズセブン 牡2鹿 54 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 484＋ 21：12．94 4．0�
713 カウンターハッセキ 牡2鹿 54 伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 424－ 4 〃 クビ 19．8�
35 ハ ッ ツ オ フ 牡2鹿 54 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 460＋ 21：13．0クビ 12．3	
11 ウールーシュヴァル 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 428＋ 21：13．31� 28．4

59 コスモリトライ 牡2鹿 54 大野 拓弥岡田 繁幸氏 金成 貴史 日高 ナカノファーム B454－12 〃 クビ 182．3�
34 シゲルナガト 牝2鹿 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 468± 0 〃 ハナ 18．3�
22 カンスタントリー 牡2鹿 54

52 △杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 482－ 2 〃 アタマ 143．2
611 トウカイリーブル 牡2鹿 54

53 ☆嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 464－ 61：13．4� 28．4�
23 オ モ イ イ レ 牝2鹿 54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 466± 01：13．5クビ 16．9�
814 エストデスティネ 牡2栗 54 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：14．67 250．8�
712 エランバイタル 牝2黒鹿54 木幡 初広吉田喜代司氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 456－ 61：15．23� 326．8�
610 バ ク ダ ン 牡2栗 54

51 ▲花田 大昂 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 432＋ 81：15．41� 45．5�
58 ケイツーウラノス 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁楠本 勝美氏 菅原 泰夫 浦河 富塚ファーム 434－ 6 〃 ハナ 255．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，766，800円 複勝： 33，896，400円 枠連： 11，865，300円
馬連： 42，873，500円 馬単： 30，551，100円 ワイド： 24，393，400円
3連複： 56，762，500円 3連単： 93，372，200円 計： 315，481，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（4－4） 840円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 320円 �� 210円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 217668 的中 � 93987（1番人気）
複勝票数 計 338964 的中 � 127457（1番人気）� 37513（3番人気）� 54704（2番人気）
枠連票数 計 118653 的中 （4－4） 10491（3番人気）
馬連票数 計 428735 的中 �� 38174（2番人気）
馬単票数 計 305511 的中 �� 19888（3番人気）
ワイド票数 計 243934 的中 �� 18309（3番人気）�� 33336（1番人気）�� 9858（5番人気）
3連複票数 計 567625 的中 ��� 38698（1番人気）
3連単票数 計 933722 的中 ��� 15723（3番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―12．1―12．3―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―35．3―47．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンファーレ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．11 新潟3着

2011．5．21生 牝2栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブックマークレット号
（非抽選馬） 1頭 フィアスゴッド号

21122 8月31日 晴 稍重 （25新潟2）第11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
55．4
55．4

良
良

611 サクセスフィリア 牝2鹿 54 内田 博幸髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 410－ 2 55．9 2．3�

510 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿54 田中 勝春小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 446＋ 2 56．0� 18．2�
816 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 442＋ 2 56．74 4．9�
612 コスモワッショイ 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B420± 0 57．02 6．4�
11 ラストシャングリラ 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 446－ 4 57．21� 4．8�
817 マイネルセレーノ 牡2芦 54 田辺 裕信 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 446－ 6 57．3� 65．8

36 ユメノナカヘ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 452＋ 2 57．4クビ 28．2�
713 キンメリジャン 牝2鹿 54 西村 太一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 430± 0 57．5	 55．3�
23 ガーネットアイ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 372－ 2 〃 アタマ 118．1
24 プランタンポルト 牝2黒鹿54 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 様似 様似共栄牧場 376－12 57．6	 121．0�
715 ミスリバティー 牝2栗 54

51 ▲山崎 亮誠 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 356－ 6 57．7	 34．8�
12 コスモフリガ 牝2栗 54 平野 優 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 4 58．02 172．2�
48 ウ ラ ウ ラ 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 浦河育成牧場 462± 0 58．21� 34．9�
818 メスイドール 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 406＋14 58．3クビ 53．6�
59 コスモビジョン 牝2黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 平山牧場 412＋ 4 〃 アタマ 194．8�
47 コスモレグノ 牡2黒鹿54 伊藤 工真岡田 繁幸氏 清水 美波 浦河 山田牧場 B466－16 58．4	 196．6�
714 スフィアーフジ 牝2栗 54

52 △杉原 誠人 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 浦河 北俣牧場 392－ 6 58．71	 100．8�
35 ミニャルディーズ 牝2芦 54 岩部 純二菊地 剛氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 416－14 59．23 502．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，054，100円 複勝： 28，691，200円 枠連： 13，804，700円
馬連： 39，510，000円 馬単： 28，369，000円 ワイド： 19，720，800円
3連複： 54，620，700円 3連単： 91，360，100円 計： 295，130，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 350円 � 160円 枠 連（5－6） 1，660円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 680円 �� 300円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 190541 的中 � 67434（1番人気）
複勝票数 計 286912 的中 � 90705（1番人気）� 14395（5番人気）� 44682（2番人気）
枠連票数 計 138047 的中 （5－6） 6149（7番人気）
馬連票数 計 395100 的中 �� 12685（8番人気）
馬単票数 計 283690 的中 �� 6514（12番人気）
ワイド票数 計 197208 的中 �� 6776（7番人気）�� 18785（2番人気）�� 5242（9番人気）
3連複票数 計 546207 的中 ��� 14784（6番人気）
3連単票数 計 913601 的中 ��� 4446（38番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．5―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―32．9―43．8

上り4F43．9－3F33．5
勝馬の
紹 介

サクセスフィリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．7．20 福島8着

2011．2．18生 牝2鹿 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミニャルディーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリキントン号・パイストロピカル号

第２回 新潟競馬 第11日



21123 8月31日 晴 重 （25新潟2）第11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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 トウショウマナーズ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522± 01：53．0 4．2�
11 エターナルヒーロー �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 462± 01：53．21 4．8�
58 キルタンサス 牡3栗 56 松岡 正海山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 440± 01：53．62� 12．7�
712 ダブルウォー 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：54．45 3．7�
713 グロリアーレ 牡3鹿 56 伊藤 工真 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 01：55．03� 193．3	
610 ウインチェイサー 牡3青鹿56 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B514± 0 〃 ハナ 25．2

23 スターガーネット 牝3鹿 54 西村 太一庄野 宏志氏 高柳 瑞樹 日高 庄野牧場 456－ 61：55．1クビ 6．1�
35 セイウンミーナ 牝3黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 484＋ 81：55．42 242．5�
814 エクセレンテ �3鹿 56 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 浦河 中神牧場 470＋ 21：56．03� 23．4
815 ケージーイチバン 牡3黒鹿56 田中 勝春川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 476－ 61：56．1クビ 84．2�
46 カレンナデルガード 牝3鹿 54 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 富塚 元喜 458－ 81：56．63 286．6�
611 ゴールデンソウル 牡3栗 56 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 438－ 4 〃 アタマ 6．4�
22 ゴールドヴァレー 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人�飛野牧場 鈴木 伸尋 新ひだか 飛野牧場 450＋101：57．34 405．8�
47 ステラコーヴァ 牝3鹿 54 西田雄一郎有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 41：57．51� 240．3�
59 レッドキュラス 牝3鹿 54 木幡 初広手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 448± 0 〃 ハナ 34．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，183，500円 複勝： 37，348，200円 枠連： 11，791，800円
馬連： 44，721，600円 馬単： 29，463，800円 ワイド： 22，866，600円
3連複： 59，742，000円 3連単： 96，786，000円 計： 322，903，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 180円 � 300円 枠 連（1－3） 1，040円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 760円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 17，760円

票 数

単勝票数 計 201835 的中 � 38162（2番人気）
複勝票数 計 373482 的中 � 68553（2番人気）� 60331（3番人気）� 27479（6番人気）
枠連票数 計 117918 的中 （1－3） 8379（4番人気）
馬連票数 計 447216 的中 �� 31594（3番人気）
馬単票数 計 294638 的中 �� 10706（4番人気）
ワイド票数 計 228666 的中 �� 13991（2番人気）�� 7237（10番人気）�� 7102（12番人気）
3連複票数 計 597420 的中 ��� 11717（12番人気）
3連単票数 計 967860 的中 ��� 4022（53番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―13．1―12．9―12．3―12．7―13．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．9―36．0―48．9―1：01．2―1：13．9―1：26．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
3，11，14－9，4，12（1，15）6－8，5，10－7（2，13）
3（15，4）（11，1，12）－（14，8）10－（5，7，13）9－6＝2

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

勝馬の
紹 介

トウショウマナーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．5．5 新潟3着

2010．3．23生 牡3鹿 母 ユーロトウショウ 母母 ミッドナイトオアシス 5戦1勝 賞金 9，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フクノシリウス号・モカ号
（非抽選馬）10頭 アルファエンゼル号・ガイディングライト号・キッズラルナ号・グランドアゲン号・スチブナイト号・

スペシャルリッチ号・ティアップビクター号・ナスケンプレアデス号・ヤマニンビルトゥズ号・
ロマンデラローズ号

21124 8月31日 晴 良 （25新潟2）第11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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：01．4良

22 タニノマンボ 牡3鹿 58 北沢 伸也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 476± 03：06．0 6．3�
712 アムールクエスト 牡4鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 458－ 43：06．21� 1．6�
11 プレミアムパス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 474－ 23：06．83� 5．5�
814 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 440－ 4 〃 クビ 18．8�
45 オリオンザアルファ 牡6黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B486＋ 23：07．33 12．1�
711 セクシイサウンド 牝3鹿 56 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 482± 0 〃 クビ 13．2�
610� オ マ モ リ 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 448± 03：08．25 80．7	
46 ダイキチチョウナン 牡5鹿 60 山本 康志西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 472± 03：09．69 52．5

813 ゼロレイテンシ 	4栗 60 上野 翔薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 462＋ 43：10．23� 272．9�
34 サ ル ゴ ン 牡4鹿 60 江田 勇亮�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 484－ 33：15．0大差 63．9
58 ディアーフォンテン 牝4黒鹿58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 434－ 63：15．63� 109．8�
69 キセキノナルシスト 牡3黒鹿58 金子 光希梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492－ 43：34．3大差 238．0�
57 � プラチナディスク 牝8鹿 58 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 474＋18 （競走中止） 115．2�

（13頭）
33 リッツィースター 	6鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，761，400円 複勝： 27，646，300円 枠連： 10，190，300円
馬連： 26，202，000円 馬単： 22，405，800円 ワイド： 12，568，000円
3連複： 34，705，600円 3連単： 68，430，300円 計： 218，909，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 200円 �� 310円 �� 160円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 差引計 167614（返還計 10327） 的中 � 21184（3番人気）
複勝票数 差引計 276463（返還計 15558） 的中 � 33471（3番人気）� 128971（1番人気）� 44081（2番人気）
枠連票数 差引計 101903（返還計 173） 的中 （2－7） 13384（2番人気）
馬連票数 差引計 262020（返還計 38290） 的中 �� 38842（2番人気）
馬単票数 差引計 224058（返還計 31358） 的中 �� 12050（5番人気）
ワイド票数 差引計 125680（返還計 20987） 的中 �� 16404（2番人気）�� 8372（4番人気）�� 22865（1番人気）
3連複票数 差引計 347056（返還計 93451） 的中 ��� 49018（1番人気）
3連単票数 差引計 684303（返還計180787） 的中 ��� 12892（9番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．6－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノマンボ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．2．3 中京10着

2010．2．2生 牡3鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 障害：2戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 リッツィースター号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 プラチナディスク号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため1コーナー通過後に競走中止。
※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。
（非抽選馬） 1頭 リバーオリエンタル号



21125 8月31日 晴 良 （25新潟2）第11日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30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

45 ミュゼリトルガール 牝2鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 430 ―1：22．9 2．6�
710 マイネルグリプス 牡2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：23．0� 5．0�
69 イントロダクション 牝2栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426 ―1：23．85 5．0�
56 シリカサンド 牝2芦 54 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 448 ―1：24．01� 14．2�
22 ダイメイリシャール 牡2栗 54 柴田 善臣宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 464 ―1：24．1クビ 29．8	
57 ピンクベリーニ 牝2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 466 ―1：24．2	 13．0

812 アイヅラブリー 牝2鹿 54 伊藤 工真真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 470 ―1：24．41� 77．0�
711 ボールドブルーム 牡2鹿 54 田中 勝春増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 470 ―1：24．61� 51．0�
11 ダンディスタイル 牡2黒鹿54 西田雄一郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 428 ―1：24．7� 138．7
68 アプレイザル 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474 ―1：24．91� 9．4�
33 ピンクパール 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 430 ― 〃 クビ 168．2�
44 ダノンフォーミュラ 牡2鹿 54 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：25．22 8．0�
813 シリウスフォンテン 牡2鹿 54 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 平取 高橋 幸男 460 ―1：25．83� 170．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，192，400円 複勝： 28，340，200円 枠連： 12，708，000円
馬連： 41，448，100円 馬単： 29，318，800円 ワイド： 17，880，200円
3連複： 47，937，100円 3連単： 84，430，000円 計： 282，254，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 260円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 201924 的中 � 63394（1番人気）
複勝票数 計 283402 的中 � 70007（1番人気）� 45189（3番人気）� 46850（2番人気）
枠連票数 計 127080 的中 （4－7） 17095（2番人気）
馬連票数 計 414481 的中 �� 48542（1番人気）
馬単票数 計 293188 的中 �� 20574（1番人気）
ワイド票数 計 178802 的中 �� 17928（1番人気）�� 14827（2番人気）�� 10546（4番人気）
3連複票数 計 479371 的中 ��� 39461（1番人気）
3連単票数 計 844300 的中 ��� 20181（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．2―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．5―47．7―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミュゼリトルガール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2011．6．2生 牝2鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21126 8月31日 晴 重 （25新潟2）第11日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 ヒカリマサムネ 牡3栗 56 西田雄一郎�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 454－ 21：11．6 14．6�
46 ハナレイビーチ 牝3栗 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464－121：12．23� 50．5�
814 ドラゴンブラック 牡3青鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 豊洋牧場 B490＋16 〃 アタマ 2．8�
35 パトロクロス 牡3栗 56

54 △杉原 誠人村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：12．3� 20．1�
815 コウジンコラボ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 472＋ 61：12．51� 151．9�
11 ローレルマヌエル 牡3芦 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新ひだか 山本 昇寿 452－ 41：12．6� 7．9	
611 マキャヴェッリ 牡3栗 56 大野 拓弥伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 458＋ 61：12．7クビ 11．0

610 ルナーリンガス 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 472＋ 81：12．8� 176．8�
34 ニューキングダム 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 532－ 41：13．01� 3．7
713 ウ シ ュ マ ル 牡3鹿 56 田中 勝春日下部勝德氏 松山 将樹 平取 スガタ牧場 506－ 2 〃 ハナ 143．0�
58 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496＋ 81：13．32 27．6�
59 シェアードワールド 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B436－ 21：13．51� 6．9�
23 セイウンアカネイロ 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田牧場 412－ 61：14．56 65．3�
712 パッシートジビッボ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 平取 雅 牧場 432－ 81：14．82 19．2�
47 ナイキスカイ 牡3黒鹿56 武士沢友治小野 誠治氏 古賀 史生 浦河 アイオイファーム 502－ 21：16．07 272．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，034，500円 複勝： 37，693，500円 枠連： 13，478，700円
馬連： 50，726，000円 馬単： 34，237，600円 ワイド： 26，932，500円
3連複： 64，283，200円 3連単： 105，678，600円 計： 356，064，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 390円 � 1，020円 � 170円 枠 連（2－4） 14，870円

馬 連 �� 31，680円 馬 単 �� 54，930円

ワ イ ド �� 7，820円 �� 850円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 30，950円 3 連 単 ��� 382，310円

票 数

単勝票数 計 230345 的中 � 12455（6番人気）
複勝票数 計 376935 的中 � 22828（6番人気）� 7537（11番人気）� 82446（1番人気）
枠連票数 計 134787 的中 （2－4） 669（30番人気）
馬連票数 計 507260 的中 �� 1182（52番人気）
馬単票数 計 342376 的中 �� 460（98番人気）
ワイド票数 計 269325 的中 �� 820（54番人気）�� 8249（8番人気）�� 2260（30番人気）
3連複票数 計 642832 的中 ��� 1533（83番人気）
3連単票数 計1056786 的中 ��� 204（747番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．4―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．3―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリマサムネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2012．12．8 中山4着

2010．3．16生 牡3栗 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 4戦1勝 賞金 7，360，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイキスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月31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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グンシン号
（非抽選馬） 5頭 アマカケル号・ダイワフォース号・ネクタルブルー号・ヒエラポリス号・ポッドジャンヌ号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 10 日第 4競走）
〔その他〕　　スマッシュパワー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21127 8月31日 晴 良 （25新潟2）第11日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

24 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490＋ 21：33．8 3．8�
12 ドリームリヴァール �3黒鹿56 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 438－ 21：34．01� 11．2�
612 アサクサゴールド 牡3黒鹿56 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 41：34．1� 4．7�
48 デルマコナキジジ �3栗 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 484－ 21：34．2	 19．4�
11 クラウンストラーダ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�クラウン 菊川 正達 安平 吉田牧場 480－ 4 〃 ハナ 28．4�
713 エスオンマイチェス 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 554＋ 41：34．3クビ 5．2	
817 カネトシエスプリ 牡3黒鹿 56

55 ☆嶋田 純次兼松 利男氏 水野 貴広 日高 森永牧場 438－ 41：34．72� 25．5

714 サクラカレン 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 428－ 41：34．8� 15．6�
59 ボーンチャイナ 牝3栗 54 松岡 正海吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 442－14 〃 ハナ 117．2�
715 スウィートアゲン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 484± 01：35．12 71．0
23 プレドマンシュ 牝3鹿 54 武士沢友治 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム B508＋ 21：35．31
 68．1�
47 ヤマニンアンビー 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 440－ 21：35．83 282．3�
35 リーサムフェア 牝3鹿 54 木幡 初広平田 修氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 490＋ 6 〃 ハナ 194．4�
36 キョウワアクション 牡3栗 56 的場 勇人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 458＋141：36．11	 507．9�
510 アウェーキンザール �3芦 56 西田雄一郎岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 笹地牧場 428－121：36．2	 558．1�
611 ブラックユニバンス �3黒鹿56 草野 太郎亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 446－161：36．3� 526．1�
816 マサノダイアナ 牝3栗 54 大野 拓弥中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 458 ―1：36．4� 149．0�
818 クラウンマイスター 牡3青鹿56 田中 勝春�クラウン 菊川 正達 青森 佐々木牧場 504－ 41：36．71	 4．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，972，000円 複勝： 49，012，600円 枠連： 17，499，000円
馬連： 65，361，500円 馬単： 37，111，700円 ワイド： 30，684，900円
3連複： 74，913，400円 3連単： 123，880，000円 計： 426，435，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 250円 � 170円 枠 連（1－2） 1，130円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 610円 �� 390円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 279720 的中 � 59071（1番人気）
複勝票数 計 490126 的中 � 103177（1番人気）� 41699（5番人気）� 80495（3番人気）
枠連票数 計 174990 的中 （1－2） 11521（7番人気）
馬連票数 計 653615 的中 �� 29830（6番人気）
馬単票数 計 371117 的中 �� 9204（11番人気）
ワイド票数 計 306849 的中 �� 12266（7番人気）�� 21238（2番人気）�� 7924（10番人気）
3連複票数 計 749134 的中 ��� 21577（6番人気）
3連単票数 計1238800 的中 ��� 5905（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．8―47．1―59．3―1：10．8―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングシャドウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Woodman デビュー 2012．10．13 東京2着

2010．4．12生 牡3青鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor 12戦1勝 賞金 18，670，000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 ルヴィロンザ号

21128 8月31日 晴 稍重 （25新潟2）第11日 第8競走 ��1，800�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 496＋ 21：53．2 3．6�
713 サトノレオパード �4鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 6．4�
35 シュガーヒル 牡4芦 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478＋101：53．52 2．8�
47 デュアルサクセス 牡6黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442± 01：53．6� 17．6�
58 キーコレクション 牡3栗 54 内田 博幸北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 450± 01：53．91� 4．5	
22 リキサンイレブン 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 528＋ 21：54．0� 21．1

610 ザショットアロー 牡3鹿 54 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 496＋ 4 〃 アタマ 42．8�
814� ナンヨーヤシマ 牡4青鹿57 西村 太一中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 522＋121：54．63	 255．1�
59 � マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 武士沢友治加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 454＋ 41：54．7� 201．0
46 ノーブルガイア 牝4黒鹿 55

52 ▲花田 大昂菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 440＋ 41：54．8� 44．9�
23 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 442± 01：54．9クビ 156．9�
611 ク ラ ベ ス 牝5黒鹿55 平野 優下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498＋101：55．11	 29．7�
815 トーセンアスカ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 482＋161：55．31
 540．7�
11 ウインラヴェリテ 牡3栗 54 石橋 脩�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 500＋ 81：55．72	 65．4�
712 ローレルキングダム 牡5栗 57 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 492± 01：55．8� 30．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，563，800円 複勝： 43，057，100円 枠連： 19，198，600円
馬連： 64，335，800円 馬単： 39，721，200円 ワイド： 28，530，000円
3連複： 77，604，100円 3連単： 152，104，800円 計： 449，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 160円 � 120円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 5，130円

票 数

単勝票数 計 245638 的中 � 54730（2番人気）
複勝票数 計 430571 的中 � 104446（2番人気）� 55041（4番人気）� 114736（1番人気）
枠連票数 計 191986 的中 （3－7） 36236（1番人気）
馬連票数 計 643358 的中 �� 41693（5番人気）
馬単票数 計 397212 的中 �� 14497（8番人気）
ワイド票数 計 285300 的中 �� 20880（5番人気）�� 40619（1番人気）�� 21514（4番人気）
3連複票数 計 776041 的中 ��� 79118（2番人気）
3連単票数 計1521048 的中 ��� 21915（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．9―50．3―1：03．5―1：16．4―1：28．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．8
1
3
8（5，11）（10，13）3（6，7）2，4，1，9－（14，15）－12
8，11，13（5，10）（7，4）3（6，9）2－（1，15）14，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモシャンハイ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2011．9．11 中山5着

2009．4．28生 牡4鹿 母 シャンハイセンプー 母母 ドースクダイリン 16戦3勝 賞金 29，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21129 8月31日 晴 良 （25新潟2）第11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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
2：11．0
2：10．0

良
良

11 � アウォーディー 牡3鹿 54 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B504－ 62：14．4 2．1�

59 エイダイポイント 牡5芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 448＋ 42：14．61 27．2�
612 ウインフロレゾン 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 448－14 〃 クビ 18．8�
713� レッドルーファス 牡3栗 54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 498± 02：14．7クビ 4．7�
816 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 456＋ 2 〃 クビ 13．6	
714 ライトヴァース 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 42：14．8	 22．6

12 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 内田 博幸�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 478－ 8 〃 ハナ 10．6�
48 トーセンウィンドウ 牝3栗 52 松岡 正海島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－ 42：15．01
 34．0
815 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿54 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 488－ 62：15．32 5．0�
35 ネオヴェリーブル �6鹿 57 池添 謙一小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 42：15．51
 88．3�
36 � カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 496± 02：15．6	 90．9�
47 ウルフキングボーイ �3青鹿54 西村 太一廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 484－ 82：16．23	 281．6�
611 カシマシャドウ 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 416－ 6 〃 クビ 516．5�
510 クリノアルプス 牝3栗 52 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 404－ 42：16．3	 485．1�
24 クリノローガン 牡3鹿 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 438－ 62：16．72	 263．3�
23 シアワセカナウ 牝3栗 52 伊藤 工真小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 454－ 6 〃 アタマ 277．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，439，000円 複勝： 49，646，400円 枠連： 24，893，500円
馬連： 86，170，600円 馬単： 51，693，400円 ワイド： 33，856，000円
3連複： 102，076，700円 3連単： 190，609，900円 計： 571，385，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 440円 � 440円 枠 連（1－5） 2，000円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 810円 �� 720円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 35，430円

票 数

単勝票数 計 324390 的中 � 124169（1番人気）
複勝票数 計 496464 的中 � 131112（1番人気）� 24170（6番人気）� 24028（7番人気）
枠連票数 計 248935 的中 （1－5） 9198（6番人気）
馬連票数 計 861706 的中 �� 26728（9番人気）
馬単票数 計 516934 的中 �� 11079（12番人気）
ワイド票数 計 338560 的中 �� 10485（8番人気）�� 12021（7番人気）�� 2880（30番人気）
3連複票数 計1020767 的中 ��� 9439（25番人気）
3連単票数 計1906099 的中 ��� 3971（108番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―12．2―13．6―12．9―13．0―12．7―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―35．6―47．8―1：01．4―1：14．3―1：27．3―1：40．0―1：51．4―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．4
1
3
2－（1，16）（14，13）（8，12）15，3，5，7－（9，10）4，11－6
2（16，15）（13，6）（1，14）（8，12）（5，9，7）10，3，4，11

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

勝馬の
紹 介

�アウォーディー �
�
父 Jungle Pocket �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2012．12．24 阪神4着

2010．5．10生 牡3鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 10戦2勝 賞金 28，853，000円
※シアワセカナウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21130 8月31日 曇 良 （25新潟2）第11日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

66 レ イ カ ー ラ 牝4鹿 55 福永 祐一下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 444＋161：48．0 1．9�
33 タツミリュウ 牡5栗 57 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 498± 01：48．1� 13．9�
77 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 458－ 61：48．2クビ 6．8�
89 ロジサンデー 牡4鹿 57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 474－ 21：48．41	 2．8�
22 ヒカルアカツキ 
6青鹿57 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 456－ 2 〃 クビ 61．8�
11 ナンヨーケンゴー 
3鹿 54 田中 勝春中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 468－ 4 〃 アタマ 24．3	
44 シャンギロンゴ 牡6黒鹿57 武士沢友治 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 526－ 21：48．61� 38．5

88 アップルジャック 牡5黒鹿57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 520± 01：48．7クビ 25．0�
55 ツインエンジェルズ 牝5青 55 松岡 正海吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448－ 61：48．91	 59．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，323，600円 複勝： 85，148，000円 枠連： 16，408，400円
馬連： 84，151，800円 馬単： 62，024，100円 ワイド： 31，216，500円
3連複： 94，568，000円 3連単： 295，418，800円 計： 709，259，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 280円 � 190円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 403236 的中 � 174412（1番人気）
複勝票数 計 851480 的中 � 437688（1番人気）� 43314（4番人気）� 80462（3番人気）
枠連票数 計 164084 的中 （3－6） 10204（4番人気）
馬連票数 計 841518 的中 �� 54455（4番人気）
馬単票数 計 620241 的中 �� 27866（5番人気）
ワイド票数 計 312165 的中 �� 17216（4番人気）�� 37039（2番人気）�� 9022（8番人気）
3連複票数 計 945680 的中 ��� 38505（6番人気）
3連単票数 計2954188 的中 ��� 38805（16番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．6―13．0―12．4―11．7―10．9―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―37．9―50．9―1：03．3―1：15．0―1：25．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．0
3 ・（3，8）9（2，6）（1，5）（7，4） 4 ・（3，8）9（2，6）（1，5）（7，4）

勝馬の
紹 介

レ イ カ ー ラ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Caerleon デビュー 2012．2．4 東京3着

2009．4．20生 牝4鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 9戦4勝 賞金 53，178，000円



21131 8月31日 曇 良 （25新潟2）第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

816 スイートサルサ 牝3栗 52 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－ 21：31．7 6．2�
36 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 41：31．91� 24．0�
12 パワースポット 牝5鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：32．32	 7．1�
612 クッカーニャ 牝4青鹿55 大庭 和弥 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462± 01：32．51	 13．1�
714 ヒラボクインパクト 牡5鹿 57 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：32．6	 11．5	
35 オ リ ー ビ ン 牡4栗 57 池添 謙一吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 4．4

47 キッズニゴウハン 牡5栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B480－ 8 〃 アタマ 23．7�
59 
 タ ー フ ェ ル 牡5栗 57 内田 博幸伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B506＋ 61：32．81� 7．4
611 コスモソーンパーク 牡5青鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：32．9クビ 11．2�
48 ラ ロ メ リ ア �5鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：33．11� 19．4�
11 トーセンジャガー 牡5青 57 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 41：33．31� 80．7�
510 ゼンノルジェロ 牡5青 57 石橋 脩大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：33．4� 6．0�
24 グローリールピナス 牝7栃栗55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476－101：34．25 539．7�
815 タイキエイワン 牝6黒鹿55 伊藤 工真�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454＋ 21：34．83	 98．0�
817 ユキノハリケーン 牡9鹿 57 的場 勇人馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 484＋ 41：35．01	 472．9�
23 リ ン ゴ ッ ト �5栗 57 山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508－121：35．1クビ 215．3�
713 メイショウゾウセン 牡5黒鹿57 西田雄一郎松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 470＋121：36．69 149．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 62，048，700円 複勝： 114，654，800円 枠連： 65，579，300円
馬連： 250，474，700円 馬単： 122，103，500円 ワイド： 87，663，800円
3連複： 319，633，500円 3連単： 546，414，800円 計： 1，568，573，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 270円 � 540円 � 270円 枠 連（3－8） 1，300円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 10，540円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，220円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 23，530円 3 連 単 ��� 116，590円

票 数

単勝票数 計 620487 的中 � 79994（3番人気）
複勝票数 計1146548 的中 � 119383（5番人気）� 49952（10番人気）� 119940（4番人気）
枠連票数 計 655793 的中 （3－8） 37273（5番人気）
馬連票数 計2504747 的中 �� 24331（37番人気）
馬単票数 計1221035 的中 �� 8550（51番人気）
ワイド票数 計 876638 的中 �� 9573（38番人気）�� 18169（17番人気）�� 8401（43番人気）
3連複票数 計3196335 的中 ��� 10027（103番人気）
3連単票数 計5464148 的中 ��� 3459（503番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．3―11．4―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．3―45．6―57．0―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートサルサ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2012．11．4 東京3着

2010．3．15生 牝3栗 母 スイートハビタット 母母 Lindesberg 8戦2勝 賞金 42，160，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウゾウセン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 プリンセスジャック号（疾病〔口角部裂創〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインクリアビュー号・ラインジェシカ号

21132 8月31日 曇 稍重 （25新潟2）第11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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610� アンバウンド 牝4栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck
Stables, LLC. 474± 01：10．2 2．2�

47 	 アースパイプ 牡4栗 57 横山 典弘窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B490－ 41：11．15 26．7�
34 ノッキングオン 牡3鹿 54 大野 拓弥松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 432＋ 61：11．2
 11．8�
58 � ホウショウマツエ 牝6栗 55 西田雄一郎芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm 476＋201：11．41 374．5�
46 ミラクルピッチ 牝4黒鹿55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 450＋ 21：11．61� 8．3�
23 フィンデルムンド 牡5鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 44．1	
611 ドリームジェダイ 牡4栗 57 武士沢友治セゾンレースホース
 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 484＋101：11．7� 10．0�
11 スノーモンキー 牡3鹿 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 438－101：11．8
 8．2�
713 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿52 松岡 正海
ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 24．0
712 バトルレジナ 牝3芦 52 木幡 初広宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 470－ 21：11．9クビ 97．1�
35 � サウンドカスケード 牡3鹿 54 福永 祐一増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B496＋ 21：12．32
 4．3�
815	 ショウナンアルプ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 468－181：12．4� 352．1�
814 キングビート 牡4黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次�桜井牧場 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 468－ 41：12．61� 220．1�
22 	 キングユウヤ 牡4栗 57 草野 太郎藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 514－ 71：12．81 78．9�
59 �	 ギ リ ア 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁北畑 忍氏 菊川 正達 米 Dr. Masa-
take Iida 462＋ 41：13．12 243．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，837，400円 複勝： 79，535，000円 枠連： 36，860，700円
馬連： 174，871，000円 馬単： 82，053，400円 ワイド： 57，743，700円
3連複： 158，576，500円 3連単： 348，378，800円 計： 991，856，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 500円 � 280円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 950円 �� 460円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 27，770円

票 数

単勝票数 計 538374 的中 � 196226（1番人気）
複勝票数 計 795350 的中 � 236352（1番人気）� 30512（7番人気）� 63848（6番人気）
枠連票数 計 368607 的中 （4－6） 50054（2番人気）
馬連票数 計1748710 的中 �� 53266（8番人気）
馬単票数 計 820534 的中 �� 18309（12番人気）
ワイド票数 計 577437 的中 �� 14763（12番人気）�� 33847（5番人気）�� 4024（30番人気）
3連複票数 計1585765 的中 ��� 17200（23番人気）
3連単票数 計3483788 的中 ��� 9261（88番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―12．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 10（5，12）（7，13）6，4（1，3，8）14，9（2，11）－15 4 10（5，12）（7，13）（6，4，8）3，14（1，9）11，2－15

勝馬の
紹 介

�アンバウンド �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．4．22 東京18着

2009．4．23生 牝4栗 母 Possibility 母母 Personal Ensign 7戦3勝 賞金 24，420，000円
〔騎手変更〕 テツナゴオ号の騎手田中勝春は，病気のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロジウエスト号



（25新潟2）第11日 8月31日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

179，060，000円
11，960，000円
1，430，000円
15，750，000円
62，744，000円
5，280，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
362，177，200円
614，669，700円
254，278，300円
970，846，600円
569，053，400円
394，056，400円
1，145，423，300円
2，196，864，300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 6，507，369，200円

総入場人員 10，195名 （有料入場人員 8，600名）
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