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21025 8月3日 曇 良 （25新潟2）第3日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時10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

815 デサフィナード 牝2鹿 54
51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 424± 0 57．1 2．2�

610 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 412－ 4 57．2� 4．9�

35 コスモワッショイ 牡2鹿 54 柴田 大知 �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－ 2 57．41� 22．1�
47 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 448－12 〃 ハナ 11．2�
712 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 450＋ 2 57．61� 22．6�
58 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＋ 2 57．92 164．5	
713 ミスリバティー 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 362－ 2 58．11 29．4

11 ガーネットアイ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 菊川 正達 千歳 社台ファーム 374－ 8 58．52� 25．8�
611 ウールーシュヴァル 牡2鹿 54 江田 照男井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 426－ 2 〃 ハナ 6．2�
59 クリノヨウキヒ 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 ヤナガワ牧場 394－ 6 〃 クビ 24．3
22 バ ク ダ ン 牡2栗 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 424－ 2 〃 ハナ 10．8�
814 メスイドール 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 400± 0 58．7� 266．3�
34 コスモビジョン 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 平山牧場 408－ 6 59．01� 183．5�
23 パンテラネグラ 牡2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 大和田 成 えりも エクセルマネジメント 432＋ 4 59．1� 114．3�
46 リネンフクウン 牝2鹿 54 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 安平 追分ファーム 430－141：00．710 73．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，412，200円 複勝： 29，955，300円 枠連： 13，474，600円
馬連： 40，677，800円 馬単： 27，450，100円 ワイド： 19，764，200円
3連複： 56，288，100円 3連単： 85，672，000円 計： 291，694，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 350円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 820円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 184122 的中 � 68970（1番人気）
複勝票数 計 299553 的中 � 89259（1番人気）� 51879（2番人気）� 14788（7番人気）
枠連票数 計 134746 的中 （6－8） 30265（1番人気）
馬連票数 計 406778 的中 �� 45103（2番人気）
馬単票数 計 274501 的中 �� 17138（1番人気）
ワイド票数 計 197642 的中 �� 14668（2番人気）�� 5772（10番人気）�� 3584（16番人気）
3連複票数 計 562881 的中 ��� 12776（7番人気）
3連単票数 計 856720 的中 ��� 5712（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．3―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．7―34．0―44．8

上り4F44．8－3F34．4
勝馬の
紹 介

デサフィナード �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Fasliyev デビュー 2013．6．2 東京8着

2011．5．5生 牝2鹿 母 コスモメルベーユ 母母 Dane Ripper 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンフクウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3日まで平地競走

に出走できない。

21026 8月3日 曇 稍重 （25新潟2）第3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 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

59 ハルズハッピー 牡3芦 56 石橋 脩田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 510＋ 21：12．9 17．1�
814 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 462－10 〃 アタマ 3．0�
58 オーペドアンジョ 牡3青 56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 424＋ 21：13．0� 3．6�
46 シャツカストライン 牡3鹿 56 内田 博幸古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 500－ 41：13．21� 4．4�
22 ビックファントム 牡3鹿 56 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 502± 01：13．52 11．9�
712 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 41：14．03 15．0	
34 ア シ ガ ル 牡3栗 56

54 △杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 472＋241：14．1� 340．2

610 ニイタカヤマ 牡3栗 56 西村 太一矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 452－ 61：14．2� 97．2�
35 ジュンザスカイ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真 �クローバー商事 小桧山 悟 新ひだか 有限会社石川牧場 442 ―1：14．3クビ 210．5
815 ストップザジョーク 牡3芦 56 田中 勝春ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 444－ 6 〃 ハナ 9．8�
11 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 478＋10 〃 クビ 95．6�
47 モストヴェルデ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 81：14．4クビ 54．5�
611 ブラックポセイドン 牡3黒鹿56 松岡 正海田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか マークリ牧場 498－ 81：15．35 22．8�
713 オレモマッテタゼ 牡3栗 56 高倉 稜�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 514＋ 61：15．62 275．5�
23 ギ ン ヤ ン マ 牡3黒鹿56 江田 照男村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット B498＋ 4 〃 クビ 138．7�
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売 得 金
単勝： 18，560，300円 複勝： 35，997，400円 枠連： 12，476，900円
馬連： 39，458，400円 馬単： 28，020，500円 ワイド： 19，760，000円
3連複： 54，642，100円 3連単： 94，037，900円 計： 302，953，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 330円 � 130円 � 140円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 840円 �� 960円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 23，400円

票 数

単勝票数 計 185603 的中 � 8587（7番人気）
複勝票数 計 359974 的中 � 18796（7番人気）� 98473（1番人気）� 76178（2番人気）
枠連票数 計 124769 的中 （5－8） 28328（1番人気）
馬連票数 計 394584 的中 �� 12136（9番人気）
馬単票数 計 280205 的中 �� 3385（23番人気）
ワイド票数 計 197600 的中 �� 5300（13番人気）�� 4555（14番人気）�� 24082（1番人気）
3連複票数 計 546421 的中 ��� 14310（7番人気）
3連単票数 計 940379 的中 ��� 2967（71番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．0―13．3―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．0―48．3―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハルズハッピー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．9 東京7着

2010．3．25生 牡3芦 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キクカサンダー号
（非抽選馬） 2頭 キョウエイラーケン号・スズカロカフラ号

第２回 新潟競馬 第３日



21027 8月3日 曇 稍重 （25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）

牝，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

35 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B502＋ 21：55．5 2．0�

610 キョウエイリリック 牝3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 81：56．35 4．6�
34 ケイアイキャンサー 牝3鹿 54 柴田 善臣亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 510－ 61：56．72� 12．7�
59 ビーナスジュエリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 458＋ 41：56．8� 9．5�
23 バレードライブ 牝3鹿 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 B458－101：57．33 111．8�
11 ロマンデラローズ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 クビ 191．5	
712 レオソルシエール 牝3鹿 54 石橋 脩
レオ 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 486＋ 21：57．61� 5．5�
58 スイートマズルカ 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B452－ 81：57．7� 307．8�
815 ハ ル コ マ チ 牝3鹿 54 田中 勝春髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 B464＋ 81：57．8クビ 12．1
47 プレシャスクラウン 牝3青鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 浦河 赤田牧場 442－101：58．01� 149．7�
22 サクラトップカフェ 牝3鹿 54 高倉 稜櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 426－ 41：58．1クビ 190．4�
713 ナスケンプレアデス 牝3黒鹿54 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 448－10 〃 ハナ 90．8�
814 ウイントレジャー 牝3栗 54 大野 拓弥
ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 6 〃 クビ 93．1�
611 スイートクラウン 牝3栗 54 松岡 正海谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B490＋121：58．84 35．6�

（14頭）
46 ビレッジドリーム 牝3栗 54 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 486＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，223，300円 複勝： 26，178，000円 枠連： 12，211，100円
馬連： 25，109，700円 馬単： 17，736，100円 ワイド： 12，158，900円
3連複： 24，471，900円 3連単： 40，748，900円 計： 175，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 250円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 差引計 172233（返還計 22474） 的中 � 70494（1番人気）
複勝票数 差引計 261780（返還計 39991） 的中 � 82393（1番人気）� 50375（2番人気）� 18888（6番人気）
枠連票数 差引計 122111（返還計 297） 的中 （3－6） 17833（1番人気）
馬連票数 差引計 251097（返還計118661） 的中 �� 40419（1番人気）
馬単票数 差引計 177361（返還計 85125） 的中 �� 16239（1番人気）
ワイド票数 差引計 121589（返還計 53147） 的中 �� 18656（1番人気）�� 7198（5番人気）�� 5129（8番人気）
3連複票数 差引計 244719（返還計218983） 的中 ��� 14029（3番人気）
3連単票数 差引計 407489（返還計384919） 的中 ��� 6710（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．8―13．7―13．2―12．5―13．0―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．3―50．0―1：03．2―1：15．7―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アウレオーラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2012．7．29 新潟18着

2010．1．26生 牝3黒鹿 母 シルクラジアンス 母母 バウンドトゥダンス 15戦1勝 賞金 15，310，000円
〔競走除外〕 ビレッジドリーム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 カゼノサファイア号・スウィートアゲン号・スプリングカフェ号・トキノアイチヨ号・ナトゥーラ号・

ノーブルシャトル号・ホワイトチェイサー号・ホワイトプラネット号・マジックアイランド号

21028 8月3日 曇 良 （25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 7，000，000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

11 リキサンヒーロー 牡6栗 60 大江原 圭 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B470＋ 43：09．4 6．8�
811 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿60 横山 義行深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 518± 03：11．2大差 2．2�
55 ショウナンガーデン 牝5鹿 58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 446－ 23：11．83� 90．3�
812 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 484＋ 23：11．9� 4．2�
44 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B522＋ 83：12．21� 6．3	
33 ツクバヤマノオー �4青 60 上野 翔荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508－ 83：12．73 37．2

710 メジロハクリュウ 牡5鹿 60 山本 康志岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 464＋ 23：13．65 25．5�
67 ビッグプレゼンター 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 462± 03：14．66 42．9�
56 � 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－ 73：15．13 136．9
68 リアルクラシック �4鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 446± 03：16．27 22．1�
79 � セイカミカワ 牝6黒鹿58 高野 和馬久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 512＋183：17．05 128．5�
22 ノッティングボーイ 牡5鹿 60 草野 太郎齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 512＋ 8 （競走中止） 10．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，421，500円 複勝： 21，611，100円 枠連： 10，792，200円
馬連： 29，766，100円 馬単： 23，205，400円 ワイド： 14，105，500円
3連複： 40，618，600円 3連単： 76，967，700円 計： 232，488，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 150円 � 1，600円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 370円 �� 5，380円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 16，760円 3 連 単 ��� 66，360円

票 数

単勝票数 計 154215 的中 � 18065（4番人気）
複勝票数 計 216111 的中 � 23369（4番人気）� 53982（1番人気）� 2447（10番人気）
枠連票数 計 107922 的中 （1－8） 17009（2番人気）
馬連票数 計 297661 的中 �� 28293（2番人気）
馬単票数 計 232054 的中 �� 9557（5番人気）
ワイド票数 計 141055 的中 �� 10781（3番人気）�� 597（41番人気）�� 1026（30番人気）
3連複票数 計 406186 的中 ��� 1789（48番人気）
3連単票数 計 769677 的中 ��� 856（180番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 50．3－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�

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

・（3，1）－12－10－（8，11）－（7，5）（4，6）＝9・（3，1）＝（12，11）－5，10－4，6－7＝8＝9
勝馬の
紹 介

リキサンヒーロー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．1．24 中山5着

2007．5．10生 牡6栗 母 ダンシングハート 母母 アイレスバリーヒル 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 ノッティングボーイ号は，5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オリオンザアルファ号の騎手鈴木慶太は，1号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：11番）

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　ギャラクシーシチー号は，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。



21029 8月3日 曇 良 （25新潟2）第3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
1：46．0

良
良

612 クラリティシチー 牡2鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ
ファーム 474 ―1：49．3 7．3�

715 ガリバルディ 牡2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 486 ―1：49．51� 1．9�
713 ハピネスダンサー 牝2鹿 54 池添 謙一前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．6クビ 35．0�
35 オリハルコン 牡2黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506 ―1：49．81� 3．1�
816 アブソリュカフェ 牡2黒鹿54 松岡 正海西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 484 ―1：50．01� 24．3	
510 マーシャルシップ 牡2青鹿54 内田 博幸前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468 ―1：50．74 30．7

818 アンジュデュバン 牝2黒鹿54 北村 宏司後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 448 ―1：50．8	 60．7�
36 ウインミラグロス 牡2栗 54 伊藤 工真�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 464 ―1：51．01� 113．9�
714 ア オ チ ャ ン 牝2青 54 江田 照男山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 434 ―1：51．1� 111．5
12 ファイントライ 牡2栗 54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 492 ―1：51．52� 129．2�
24 ダークインテジャー 牡2黒鹿54 横山 典弘薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 466 ― 〃 ハナ 48．2�
817 サクラエフォート 牡2黒鹿54 田辺 裕信�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 伊藤 敏明 484 ―1：51．71� 59．7�
611
 マ ス ク ゾ ロ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

534 ―1：52．12� 42．8�
59 メイショウパワフル 牡2鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 490 ― 〃 ハナ 267．0�
47 ランドグローリー 牡2栗 54 大野 拓弥木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 450 ― 〃 ハナ 147．7�
23 シュアーウイキャン 牡2栗 54

51 ▲原田 和真 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 様似 様似渡辺牧場 462 ―1：52．31� 239．3�

48 ノボサーファー 牡2栗 54 木幡 初広�LS.M 小野 次郎 新ひだか 元道牧場 478 ― 〃 クビ 163．0�
11 アポロセッツァー 牡2鹿 54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 496 ―1：53．89 33．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，423，400円 複勝： 42，724，500円 枠連： 17，556，200円
馬連： 49，428，500円 馬単： 39，177，700円 ワイド： 24，976，500円
3連複： 64，606，700円 3連単： 120，412，200円 計： 391，305，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 110円 � 400円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，510円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 22，670円

票 数

単勝票数 計 324234 的中 � 35354（3番人気）
複勝票数 計 427245 的中 � 53864（3番人気）� 164729（1番人気）� 16986（5番人気）
枠連票数 計 175562 的中 （6－7） 19598（2番人気）
馬連票数 計 494285 的中 �� 47316（2番人気）
馬単票数 計 391777 的中 �� 16191（4番人気）
ワイド票数 計 249765 的中 �� 25968（2番人気）�� 3663（16番人気）�� 7691（5番人気）
3連複票数 計 646067 的中 ��� 11421（10番人気）
3連単票数 計1204122 的中 ��� 3921（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．4―12．9―13．1―12．7―11．6―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．8―49．7―1：02．8―1：15．5―1：27．1―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．8
3 16（11，17）5－（4，15）（10，12）（8，13，18）（2，7，14）（6，9）＝3－1 4 ・（16，11）17，5（4，15）12（10，18）（8，13，14）7（2，6，9）－3－1

勝馬の
紹 介

クラリティシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．3．9生 牡2鹿 母 タイキクラリティ 母母 タイキダイヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ランドグローリー号の調教師尾形充弘は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルシュムック号

21030 8月3日 曇 稍重 （25新潟2）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

815 ウイングラビティ 牡2鹿 54 石橋 脩�ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 462 ―1：13．7 15．1�
814 ダイチヴュルデ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 444 ―1：13．91� 35．6�
34 � ナカヤマボルト 牡2黒鹿54 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 米 Darley & Tap-

estry Stud LLC 496 ―1：14．43 4．6�
712 フジマサレジェンド 牡2芦 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 490 ―1：14．5	 6．8�
59 ヒ ラ リ ア ス 牝2鹿 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 460 ―1：14．71
 11．7	
11 トウカイリーブル 牡2鹿 54 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 470 ―1：15．23 239．4

35 リネンスウィフト 牝2黒鹿54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷 重雄 404 ―1：15．3� 162．5�
58 ボウキョウノネン 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 434 ― 〃 クビ 36．5�
22 トレランシア 牝2栗 54 内田 博幸山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 442 ―1：16．89 52．5
47 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490 ―1：19．2大差 7．9�

23 レッツサッチャー 牝2栗 54 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478 ―1：20．05 13．3�
611 アポロダイナスティ 牡2栗 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 片山 幹雄 476 ― 〃 クビ 2．4�
713 スパーキードリーム 牡2栗 54

52 △杉原 誠人栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 486 ―1：20．63� 135．8�
46 アイファーカウント 牡2栗 54 大野 拓弥中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 458 ―1：21．02� 131．2�
610 ヤマニンシュワイエ 牝2栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 粕谷 昌央 浦河 廣田 伉助 484 ― （競走中止） 82．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，295，500円 複勝： 31，102，200円 枠連： 13，268，000円
馬連： 41，290，800円 馬単： 27，918，000円 ワイド： 19，244，600円
3連複： 48，181，200円 3連単： 78，944，700円 計： 281，245，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 390円 � 750円 � 200円 枠 連（8－8） 10，650円

馬 連 �� 10，190円 馬 単 �� 20，990円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 1，240円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 22，990円 3 連 単 ��� 183，790円

票 数

単勝票数 計 212955 的中 � 11139（7番人気）
複勝票数 計 311022 的中 � 19855（7番人気）� 9304（8番人気）� 50290（2番人気）
枠連票数 計 132680 的中 （8－8） 920（23番人気）
馬連票数 計 412908 的中 �� 2992（29番人気）
馬単票数 計 279180 的中 �� 982（59番人気）
ワイド票数 計 192446 的中 �� 1545（31番人気）�� 3912（16番人気）�� 1922（26番人気）
3連複票数 計 481812 的中 ��� 1547（67番人気）
3連単票数 計 789447 的中 ��� 317（457番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．2―12．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．9―36．1―49．0―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングラビティ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2011．5．26生 牡2鹿 母 ジョプリンガール 母母 Eishin Tennessee 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヤマニンシュワイエ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランツ号・レッツサッチャー号・アポロダイナスティ号・スパーキードリーム号・アイファーカウント号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オーシャントゥビー号・カンスタントリー号・カンナカムイ号・ダンディーライアン号・ファンファーレ号・

ペレグリン号・ミラノモーダ号・メイソヴリン号



21031 8月3日 曇 良 （25新潟2）第3日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

11 モンプレジール 牡3鹿 56 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454＋ 82：01．9 21．6�
47 カネトシエターナル 牝3栗 54 柴田 善臣兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 430－ 2 〃 クビ 3．9�
714 シャンピオナ 牝3栃栗54 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：02．11� 24．3�
715 リネンウインド �3黒鹿 56

54 △杉原 誠人戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 450＋102：02．31� 125．6�
817 イオンドライブ 牡3鹿 56 的場 勇人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B448＋ 2 〃 クビ 3．8�
611	 アンナチュラル 牝3鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

444－ 2 〃 ハナ 9．8	
36 ゼニガタセージ �3栗 56 西村 太一松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飯岡牧場 404－ 6 〃 ハナ 30．2

816 インキュベーター 牡3鹿 56 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 486－ 42：02．62 6．3�
35 エルインペレイター �3鹿 56 西田雄一郎�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 14．3
612 コスモアンカー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 468＋ 32：02．7
 52．4�
24 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 田中 勝春国田 正忠氏 古賀 慎明 新ひだか ヒサイファーム 422＋122：02．8クビ 56．7�
23 ドクタールキア 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 452＋ 42：03．01� 60．2�
510 シングンジャガー 牡3黒鹿56 江田 照男伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 456－ 22：03．1� 9．3�
12 セ レ ス テ 牝3鹿 54 平野 優中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド 470 ―2：03．2� 456．5�
713 エルカスティーヨ �3芦 56 田辺 裕信有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 B486＋ 82：03．83
 10．2�
48 オオムラサキ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460－14 〃 ハナ 257．8�
818 リュクスボヌール 牝3鹿 54 高倉 稜田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B420＋102：05．07 429．4�
59 ビューティワンダー 牝3栗 54 宮崎 北斗武田 茂男氏 尾関 知人 新ひだか 広田牧場 462 ―2：05．85 148．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，214，500円 複勝： 36，496，800円 枠連： 17，197，400円
馬連： 48，397，800円 馬単： 29，692，200円 ワイド： 24，475，000円
3連複： 62，316，000円 3連単： 98，878，300円 計： 337，668，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 520円 � 180円 � 660円 枠 連（1－4） 3，160円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 6，120円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 24，510円 3 連 単 ��� 170，500円

票 数

単勝票数 計 202145 的中 � 7390（8番人気）
複勝票数 計 364968 的中 � 16086（8番人気）� 70204（1番人気）� 12336（9番人気）
枠連票数 計 171974 的中 （1－4） 4026（14番人気）
馬連票数 計 483978 的中 �� 11122（13番人気）
馬単票数 計 296922 的中 �� 2171（41番人気）
ワイド票数 計 244750 的中 �� 5192（12番人気）�� 955（60番人気）�� 4061（18番人気）
3連複票数 計 623160 的中 ��� 1877（81番人気）
3連単票数 計 988783 的中 ��� 428（509番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―12．9―12．6―13．0―11．9―12．0―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．0―47．9―1：00．5―1：13．5―1：25．4―1：37．4―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5
1
3

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

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

モンプレジール �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．1．19 中山7着

2010．5．4生 牡3鹿 母 ウィスキーカラー 母母 オールウエイズアロン 9戦1勝 賞金 8，060，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 アサクサゴールド号・ウルフキングボーイ号・サクラメガフレア号・シンセラメンテ号・スペシャルリッチ号・

リズミックスター号

21032 8月3日 曇 稍重 （25新潟2）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

815 ムードティアラ 牝3鹿 52 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 470＋ 41：53．6 1．6�
713� アルティメイトラブ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 462－ 21：53．81� 43．1�
610 サマーティアラ 牝5青鹿55 西村 太一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 452＋ 21：53．9� 7．7�
59 デルマハンニャ 牝3鹿 52 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 438－ 21：54．21	 10．2�
22 アンジェラスベル 牝3鹿 52 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 464＋ 81：54．62� 23．1	
58 ラブミーニキータ 牝5芦 55 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 526－ 8 〃 クビ 10．4

11 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 北村 宏司土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 480－ 41：54．7クビ 35．8�
47 ニシノキュアノス 牝6青鹿55 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B502－ 21：55．02 15．0�
23 スカルラット 牝4栃栗55 嘉藤 貴行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 488± 01：55．42� 13．8
34 アンコールピース 牝4黒鹿55 池添 謙一吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 クビ 103．4�
814 アディシオン 牝3鹿 52 大野 拓弥島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 484－ 61：55．5� 129．4�
712� マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 柴田 大知加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 450－ 21：55．92� 53．4�
46 ケイツークロート 牝4栗 55 田中 勝春楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 466－ 81：56．0� 190．7�
35 � ト シ ベ リ ー 牝4黒鹿55 武士沢友治上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 454－ 21：56．85 150．3�
611� アイティローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲山崎 亮誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 468－ 61：57．01� 417．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，432，000円 複勝： 78，657，400円 枠連： 19，940，500円
馬連： 58，824，900円 馬単： 47，023，700円 ワイド： 28，267，300円
3連複： 72，871，000円 3連単： 154，143，100円 計： 488，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 590円 � 190円 枠 連（7－8） 1，320円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 950円 �� 280円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 284320 的中 � 147537（1番人気）
複勝票数 計 786574 的中 � 492687（1番人気）� 13081（7番人気）� 60336（2番人気）
枠連票数 計 199405 的中 （7－8） 11225（5番人気）
馬連票数 計 588249 的中 �� 14978（9番人気）
馬単票数 計 470237 的中 �� 8564（14番人気）
ワイド票数 計 282673 的中 �� 6928（11番人気）�� 30015（1番人気）�� 1714（37番人気）
3連複票数 計 728710 的中 ��� 10311（14番人気）
3連単票数 計1541431 的中 ��� 4895（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．9―50．6―1：03．5―1：15．8―1：28．4―1：40．9

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

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

勝馬の
紹 介

ムードティアラ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2012．11．11 東京3着

2010．3．30生 牝3鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 10戦2勝 賞金 25，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ムードティアラ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 センティラシオン号



21033 8月3日 曇 良 （25新潟2）第3日 第9競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

44 マキャヴィティ 牡2栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 488＋ 61：22．9 12．9�

68 マイネグラティア 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 428＋ 2 〃 クビ 3．0�
22 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 434± 0 〃 アタマ 4．1�
67 アポロスターズ 牡2黒鹿54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 496± 01：23．0クビ 12．3�
811 ユールドゥー 牡2鹿 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 464－ 2 〃 クビ 8．9�
33 ハ ツ ガ ツ オ 牝2鹿 54 横山 典弘江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 464－ 81：23．1クビ 8．3	
56 ブラックチョコ 牝2鹿 54 武士沢友治
ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 422± 0 〃 クビ 21．5�
11 テルミドール 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行
ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 398－ 81：23．2クビ 20．5�
79 ニシノイナズマ 牡2芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 478－ 41：23．3� 12．4
710	 コスモスパークル 牡2芦 54 大野 拓弥岡田 繁幸氏 清水 美波 新冠 ラツキー牧場 448＋ 21：23．61
 115．4�
812 クリノジュロウジン 牡2栗 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 452－ 21：23．7� 13．8�
55 コスモマイルール 牝2栗 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 426＋ 21：23．8
 37．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，583，000円 複勝： 56，449，500円 枠連： 22，278，400円
馬連： 88，142，500円 馬単： 53，602，700円 ワイド： 36，979，000円
3連複： 102，358，600円 3連単： 183，622，100円 計： 579，015，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 280円 � 140円 � 150円 枠 連（4－6） 1，350円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 630円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 355830 的中 � 21739（7番人気）
複勝票数 計 564495 的中 � 40074（5番人気）� 128635（1番人気）� 107271（2番人気）
枠連票数 計 222784 的中 （4－6） 12191（5番人気）
馬連票数 計 881425 的中 �� 41605（4番人気）
馬単票数 計 536027 的中 �� 9165（15番人気）
ワイド票数 計 369790 的中 �� 13927（5番人気）�� 12301（7番人気）�� 33579（1番人気）
3連複票数 計1023586 的中 ��� 40698（1番人気）
3連単票数 計1836221 的中 ��� 8645（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．8―46．7―58．7―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキャヴィティ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．1 東京5着

2011．4．3生 牡2栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド 3戦2勝 賞金 20，959，000円

21034 8月3日 曇 良 （25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，24．8．4以降25．7．28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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

713 クランモンタナ 牡4芦 57 内田 博幸 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B474－ 41：58．8 4．6�
815 サトノノブレス 牡3黒鹿54 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 490＋ 8 〃 クビ 2．3�
11 � レオプログレス 牡8青 55 田辺 裕信�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 468＋ 41：59．33 40．2�
817 ダービーフィズ 牡3栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 9．2�
48 � ファルスター 牡5鹿 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：59．4クビ 6．8	
510 ゴールドブライアン 牡5青鹿56 高倉 稜杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464± 0 〃 クビ 21．4

36 トウシンイーグル 牡5鹿 56 松岡 正海�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 476± 01：59．5� 48．9�
612 ビームライフル 牡4青鹿57 北村 宏司西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 466± 0 〃 ハナ 16．8�
12 インプロヴァイズ 牡3青 54 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：59．6	 9．4
23 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋101：59．81 43．8�
47 ヒカルアカツキ 
6青鹿55 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 458－ 2 〃 ハナ 106．8�
714 コスモアンドロメダ 牝4黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 444± 02：00．11� 43．0�
24 タマモグランプリ 
6鹿 54 石橋 脩タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 438＋ 2 〃 クビ 322．1�
611 アドバンスヘイロー 牡7青鹿54 大庭 和弥西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 470＋ 82：00．2クビ 491．1�
59 マコトブリジャール 牝3鹿 50 吉田 豊尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 410－ 22：00．3	 44．8�
35 ラ シ ー マ 牡3鹿 52 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504＋ 4 〃 アタマ 170．4�
816 シンボリローレンス 
8黒鹿52 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 492＋ 42：00．4	 514．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，659，000円 複勝： 88，021，500円 枠連： 31，567，300円
馬連： 148，653，000円 馬単： 77，730，400円 ワイド： 57，667，700円
3連複： 173，996，500円 3連単： 309，721，400円 計： 939，016，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 590円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，900円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 28，500円

票 数

単勝票数 計 516590 的中 � 90398（2番人気）
複勝票数 計 880215 的中 � 149565（2番人気）� 223434（1番人気）� 26031（8番人気）
枠連票数 計 315673 的中 （7－8） 55018（1番人気）
馬連票数 計1486530 的中 �� 178262（1番人気）
馬単票数 計 777304 的中 �� 32197（5番人気）
ワイド票数 計 576677 的中 �� 55697（1番人気）�� 6802（23番人気）�� 9746（16番人気）
3連複票数 計1739965 的中 ��� 23133（15番人気）
3連単票数 計3097214 的中 ��� 8021（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．2―48．0―1：00．2―1：13．1―1：25．1―1：36．3―1：47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クランモンタナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．23 京都4着

2009．2．12生 牡4芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 18戦4勝 賞金 80，512，000円
〔制裁〕 クランモンタナ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　コフユチェリー号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕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。



21035 8月3日 曇 稍重 （25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，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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

34 ウインラーニッド 牡5黒鹿57 福永 祐一�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 510＋ 21：10．5 5．7�
814 ルミナスウイング 牡3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 3．6�
712 ヤマノサファイア 牡5栗 57 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444＋ 41：10．71 8．4�
23 ローブドヴルール 牝7鹿 55 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 65．8�
815 カレンジェニオ 牡5栗 57 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 500＋101：10．91� 75．1	
46 	 カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 柴田 善臣兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 484± 0 〃 ハナ 16．0

11 コウエイフラッシュ 
7鹿 57 松岡 正海西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478－ 21：11．0クビ 22．2�
59 � キモンレッド 牝5栗 55 蛯名 正義小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 464－ 81：11．1� 15．4�
610 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 田中 勝春坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 486＋ 4 〃 クビ 79．8
713 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 柴田 大知杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 484－ 4 〃 ハナ 13．1�
611 リックムファサ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 478＋ 61：11．2クビ 5．7�
22 プリンセスキナウ 牝5鹿 55 伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 474－ 2 〃 アタマ 64．3�
47 � キングオブヘイロー 牡7鹿 57 岩田 康誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B488－ 41：11．73 17．2�
35 ケンエンブレム 牡5鹿 57 北村 宏司中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 468＋ 21：12．44 99．4�
58 ナムラジュエル 牝5栗 55 池添 謙一奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 444± 01：12．5� 7．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，903，200円 複勝： 104，220，200円 枠連： 58，450，600円
馬連： 256，868，800円 馬単： 130，134，700円 ワイド： 89，577，200円
3連複： 338，062，100円 3連単： 600，619，700円 計： 1，638，836，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 170円 � 240円 枠 連（3－8） 1，100円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，100円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 19，340円

票 数

単勝票数 計 609032 的中 � 84853（2番人気）
複勝票数 計1042202 的中 � 133155（3番人気）� 184303（1番人気）� 106532（5番人気）
枠連票数 計 584506 的中 （3－8） 39566（4番人気）
馬連票数 計2568688 的中 �� 150804（2番人気）
馬単票数 計1301347 的中 �� 34121（4番人気）
ワイド票数 計 895772 的中 �� 47552（2番人気）�� 19199（11番人気）�� 29159（7番人気）
3連複票数 計3380621 的中 ��� 68398（6番人気）
3連単票数 計6006197 的中 ��� 22930（32番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―45．9―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 1（7，8）（4，14）（3，15）9，10，2，11，13，12－6－5 4 1（7，14）8（4，15）3（9，10）2，11，13（12，6）－5

勝馬の
紹 介

ウインラーニッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都2着

2008．3．6生 牡5黒鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 17戦4勝 賞金 57，193，000円
〔制裁〕 ローブドヴルール号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルソウサイ号
（非抽選馬） 1頭 カリスマサンスカイ号

21036 8月3日 曇 良 （25新潟2）第3日 第12競走 ��1，200�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 7，200，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

816 ダイワインスパイア 牡4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 476± 01：08．9 12．4�
715 リアリーラヴユー 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468± 01：09．11� 13．1�
11 バーニングハート 牝3鹿 52 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 434± 0 〃 クビ 9．6�
818 イヴピアジェ 牝3青鹿52 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 61：09．2クビ 7．7�
611 チェリーペトルズ 牝3鹿 52 岩田 康誠 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 460＋ 8 〃 クビ 3．1	
612 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 内田 博幸 �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 458± 01：09．3� 5．8

12 キネオリリー 牝3栗 52 江田 照男吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 アタマ 86．2�
713 グラントリノ 牝4栗 55 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 432－ 6 〃 クビ 137．8�
48 プレイアップ 牝3鹿 52 高倉 稜 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋141：09．4� 24．3
714 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 田中 勝春 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 506＋ 61：09．5� 20．9�
59 サウスノーブル 牝5鹿 55 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 490－ 2 〃 アタマ 13．0�
24 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿54 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 508＋ 21：09．6クビ 162．9�
36 ハニームーナー 牝3栗 52

49 ▲花田 大昂 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 420－12 〃 ハナ 119．3�

23 ハプスブルク 牡3鹿 54 横山 典弘片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 438＋ 2 〃 クビ 12．0�
35 	 プレミアムカード 
5鹿 57 柴田 大知青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 4 〃 同着 81．5�
510 デイジーバローズ 牝4栗 55 蛯名 正義猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 470＋ 21：09．7クビ 15．4�
47 	 マンセイグレネード 牡3鹿 54

52 △杉原 誠人簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 470－ 61：10．02 240．9�
817	 ウイングオブソング 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 426－181：10．32 299．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 46，247，800円 複勝： 75，482，600円 枠連： 46，109，100円
馬連： 175，486，400円 馬単： 73，399，100円 ワイド： 61，533，900円
3連複： 183，068，000円 3連単： 319，797，100円 計： 981，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 400円 � 380円 � 350円 枠 連（7－8） 1，580円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 13，540円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，740円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 17，800円 3 連 単 ��� 119，440円

票 数

単勝票数 計 462478 的中 � 29528（6番人気）
複勝票数 計 754826 的中 � 49404（7番人気）� 52377（6番人気）� 57984（4番人気）
枠連票数 計 461091 的中 （7－8） 21652（8番人気）
馬連票数 計1754864 的中 �� 19823（29番人気）
馬単票数 計 733991 的中 �� 4001（55番人気）
ワイド票数 計 615339 的中 �� 8713（25番人気）�� 8750（24番人気）�� 7540（28番人気）
3連複票数 計1830680 的中 ��� 7593（69番人気）
3連単票数 計3197971 的中 ��� 1976（433番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（1，16）2，12，4，3（11，13）（8，10，14）（5，15，18）（7，9，6）17 4 ・（1，16）（2，12）（4，13）（3，11，14）（8，10，18）（5，15，9，6）7，17

勝馬の
紹 介

ダイワインスパイア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．10．23 東京1着

2009．4．30生 牡4鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 9戦2勝 賞金 14，200，000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） 2頭 トルピドトウショウ号・レフア号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 1日第 6競走）
〔その他〕　　トゥルーブルー号は，競走中に疾病〔左第１指節種子骨々折〕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。



（25新潟2）第3日 8月3日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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 手 当

192，620，000円
2，080，000円
10，140，000円
1，370，000円
16，970，000円
65，296，000円
5，362，400円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
366，375，700円
626，896，500円
275，322，300円
1，002，104，700円
575，090，600円
408，509，800円
1，221，480，800円
2，163，565，100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 6，639，345，500円

総入場人員 8，889名 （有料入場人員 7，379名）
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