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21037 8月4日 晴 良 （25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
1：46．0

良
良

24 ファーストオーサー 牡2黒鹿54 石橋 脩石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 474－ 41：48．6 78．1�
816 エリーフェアリー 牝2鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋ 2 〃 クビ 8．5�
611 ハッピーセーラー 牝2鹿 54 伊藤 工真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 466± 0 〃 アタマ 45．4�
12 ウインオリアート 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 21：48．7クビ 13．7�
817 レッドグルック 牡2鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 464－161：48．91� 33．3�
11 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 54 柴田 善臣石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 476＋ 2 〃 クビ 9．7	
36 キネオダンサー 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 61：49．0クビ 2．1

612 ダンディゴールド 牡2鹿 54 戸崎 圭太鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 444－ 81：49．32 39．7�
48 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 2 〃 クビ 49．2
714 ロッカバラード 牡2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 428± 01：49．4クビ 5．1�
59 ウ イ ン サ ラ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 438＋ 4 〃 クビ 266．8�
23 モーレアモーレ 牝2栗 54 西村 太一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 480－ 81：49．5クビ 304．2�
35 ティーエスギムレ 牡2栗 54 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428－ 21：49．6� 20．1�
510 ゴールドシェンロン 牡2栗 54

52 △杉原 誠人田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 440± 0 〃 クビ 11．6�
47 マイネルゲール 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 502＋ 21：49．92 66．2�
713 ヴァンクレメンツ 	2芦 54 高倉 稜日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 468－ 41：50．43 299．5�
815 マスソングウインド 牡2黒鹿54 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 470± 01：52．2大差 144．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 22，000，000円 複勝： 35，677，000円 枠連： 14，949，800円
馬連： 46，080，900円 馬単： 32，617，100円 ワイド： 22，681，000円
3連複： 63，237，200円 3連単： 104，920，600円 計： 342，163，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，810円 複 勝 � 1，970円 � 320円 � 1，300円 枠 連（2－8） 17，710円

馬 連 �� 43，110円 馬 単 �� 113，550円

ワ イ ド �� 9，250円 �� 25，930円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 348，280円 3 連 単 ��� 7，039，220円

票 数

単勝票数 計 220000 的中 � 2220（13番人気）
複勝票数 計 356770 的中 � 4372（13番人気）� 34222（3番人気）� 6747（11番人気）
枠連票数 計 149498 的中 （2－8） 623（28番人気）
馬連票数 計 460809 的中 �� 789（64番人気）
馬単票数 計 326171 的中 �� 212（133番人気）
ワイド票数 計 226810 的中 �� 603（64番人気）�� 214（89番人気）�� 1104（41番人気）
3連複票数 計 632372 的中 ��� 134（306番人気）
3連単票数 計1049206 的中 ��� 11（2640番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．7―48．1―1：00．9―1：13．3―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーストオーサー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2013．7．14 福島14着

2011．2．23生 牡2黒鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

21038 8月4日 晴 稍重 （25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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

58 エターナルスター 牝3栗 54
53 ☆嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 488＋ 41：12．2 2．2�

11 ナスノクロス 牝3鹿 54 田中 勝春�須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 498＋ 8 〃 クビ 20．5�

815 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 B464＋ 41：12．51� 5．6�
22 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B430± 01：12．71� 5．6	
814 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 436＋ 81：13．01� 29．5

610 キープザサミット 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 41：13．1� 29．4�

611 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 450± 01：13．2� 6．4

35 アワードリング 牝3栗 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 428－ 61：13．3� 121．4�
34 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 484＋ 8 〃 クビ 10．2�
46 タイキオーラム 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 408＋ 81：13．51� 246．0�

47 ヒ メ シ ャ ラ 牝3鹿 54 武士沢友治松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 492＋121：13．81� 27．6�
59 キョウエイラーク 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 山口 義彦 426－ 61：13．9� 61．7�
712 コモリスーザン 牝3栗 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 日高 インターナショ

ナル牧場 450＋ 81：14．75 116．2�
23 ヴィヴィッド 牝3鹿 54 木幡 初広髙野 葉子氏 小野 次郎 新冠 中央牧場 426＋241：16．29 357．7�
713 リネンワゴン 牝3栗 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 青森 オオタ牧場 460－ 61：16．83� 555．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，464，500円 複勝： 44，345，300円 枠連： 13，395，400円
馬連： 50，290，700円 馬単： 34，872，900円 ワイド： 24，197，300円
3連複： 65，218，600円 3連単： 109，730，000円 計： 367，514，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 670円 � 180円 枠 連（1－5） 2，940円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 370円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 30，290円

票 数

単勝票数 計 254645 的中 � 91271（1番人気）
複勝票数 計 443453 的中 � 109352（1番人気）� 11840（9番人気）� 67252（3番人気）
枠連票数 計 133954 的中 （1－5） 3366（12番人気）
馬連票数 計 502907 的中 �� 12162（13番人気）
馬単票数 計 348729 的中 �� 5960（18番人気）
ワイド票数 計 241973 的中 �� 4395（14番人気）�� 18389（3番人気）�� 2531（26番人気）
3連複票数 計 652186 的中 ��� 8907（22番人気）
3連単票数 計1097300 的中 ��� 2674（100番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―12．0―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．8―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルスター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．3．10 中山5着

2010．5．8生 牝3栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンワゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月4日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ニシノオタフク号・ボンボンショコラ号

第２回 新潟競馬 第４日



21039 8月4日 晴 稍重 （25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 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

22 キーコレクション 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 450＋ 41：53．4 8．3�
814 ナムラショウリ 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 448＋ 41：54．03� 21．9�
713� ドラゴンロックス 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 512＋ 2 〃 クビ 8．9�
47 キルタンサス 牡3栗 56 岩田 康誠山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 440± 01：54．1クビ 10．0�
34 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：54．31� 2．4	
815 クリスフォンテン 	3黒鹿56 石神 深一吉橋 計氏 菊川 正達 登別 登別上水牧場 440＋ 61：54．72� 31．8

610� コスモヘプタッド 牡3鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 上原 博之 豪 Pomerol

Pty Ltd 446＋ 41：54．91 43．1�
611 シャドウゲーム 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 61：55．0� 5．7�
35 サーマウント 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 8 〃 クビ 5．5
46 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 504－ 81：55．74 33．1�
23 � アレックスキッド 	3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

474－ 2 〃 アタマ 246．2�
712 スプライトオーバー 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 500－101：57．08 82．2�
59 ラムファストス 牡3鹿 56 小野寺祐太大谷 正嗣氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム B472－ 21：57．74 409．8�
11 フクノカストル 牡3黒鹿56 上野 翔福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 478＋16 〃 ハナ 484．2�
58 ア ケ ル ナ ル 牡3鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 508－ 62：01．2大差 162．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，713，900円 複勝： 45，007，600円 枠連： 15，200，900円
馬連： 50，386，700円 馬単： 35，262，600円 ワイド： 23，765，800円
3連複： 66，395，000円 3連単： 115，219，600円 計： 374，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 670円 � 280円 枠 連（2－8） 4，630円

馬 連 �� 8，880円 馬 単 �� 17，070円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 1，130円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 25，020円 3 連 単 ��� 139，860円

票 数

単勝票数 計 237139 的中 � 22585（4番人気）
複勝票数 計 450076 的中 � 40032（6番人気）� 15721（7番人気）� 45691（3番人気）
枠連票数 計 152009 的中 （2－8） 2427（16番人気）
馬連票数 計 503867 的中 �� 4190（26番人気）
馬単票数 計 352626 的中 �� 1525（49番人気）
ワイド票数 計 237658 的中 �� 2214（28番人気）�� 5319（16番人気）�� 2569（25番人気）
3連複票数 計 663950 的中 ��� 1959（74番人気）
3連単票数 計1152196 的中 ��� 608（394番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―13．1―12．9―12．4―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―50．0―1：02．9―1：15．3―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キーコレクション �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．18 福島6着

2010．4．25生 牡3栗 母 キーステージ 母母 キ ー ド ー ル 7戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走状況〕 スプライトオーバー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 スプライトオーバー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アケルナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月4日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴァンダリア号・ガイディングライト号・グランドアゲン号・スリーヨーク号
（非抽選馬） 3頭 アマカケル号・ブラックテラー号・マウントプリサイス号

21040 8月4日 晴 良 （25新潟2）第4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700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：01．4良

22 コウユータイセイ 牡5栗 60 平沢 健治加治屋貞光氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 492＋ 23：05．7 5．8�
45 � ボンジュールヒカリ 牡6栗 60 山本 康志田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 510＋ 6 〃 クビ 27．5�
57 ビーアウェイク 牡6黒鹿60 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 472－ 63：06．02 3．6�
34 ワンダームシャ 牡8鹿 60 北沢 伸也山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 490＋ 4 〃 アタマ 10．3�
46 ボンバルディエーレ �7芦 60 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476＋ 63：06．1クビ 125．2�
712 ミラクルオブレナ 牡5黒鹿61 中村 将之平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 528＋ 43：06．2� 15．6	
813 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 
ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 446－ 63：06．73 19．1�
69 � モ ル エ ラ ン �8青鹿60 上野 翔 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 478＋ 43：07．76 162．1�
610 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 大江原 圭堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 518－ 43：07．8クビ 33．9
11 ネオレボルーション �7青鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 15．6�
814 ブレイクチャンス �6鹿 60 浜野谷憲尚齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494－ 43：08．65 2．4�
711 リリースバージョン 牡6鹿 60 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 482－ 23：09．34 90．5�
33 ティンバーウルフ 牡6栗 60 横山 義行大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 436－ 43：10．89 136．0�
（13頭）

58 ミヤコデラックス 牡4鹿 60 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 454－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，979，400円 複勝： 25，220，700円 枠連： 12，692，100円
馬連： 36，732，100円 馬単： 27，614，900円 ワイド： 16，808，300円
3連複： 51，108，500円 3連単： 88，450，700円 計： 277，606，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 610円 � 170円 枠 連（2－4） 5，870円

馬 連 �� 10，540円 馬 単 �� 19，990円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 440円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 72，780円

票 数

単勝票数 差引計 189794（返還計 318） 的中 � 26038（3番人気）
複勝票数 差引計 252207（返還計 426） 的中 � 37101（3番人気）� 8128（8番人気）� 49716（2番人気）
枠連票数 差引計 126921（返還計 138） 的中 （2－4） 1596（20番人気）
馬連票数 差引計 367321（返還計 2325） 的中 �� 2573（27番人気）
馬単票数 差引計 276149（返還計 1749） 的中 �� 1020（52番人気）
ワイド票数 差引計 168083（返還計 1634） 的中 �� 1795（25番人気）�� 10409（3番人気）�� 2860（17番人気）
3連複票数 差引計 511085（返還計 6511） 的中 ��� 3872（35番人気）
3連単票数 差引計 884507（返還計 10372） 的中 ��� 897（217番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 50．6－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユータイセイ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．1．30 小倉4着

2008．3．27生 牡5栗 母 ガールオブバンダム 母母 Gorgeoso 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走除外〕 ミヤコデラックス号は，疾病〔左寛跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 コウユータイセイ号の騎手平沢健治は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・1番・11番）



21041 8月4日 晴 良 （25新潟2）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．1

良
良

715 ス ー リ ー ル 牝2鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ―1：37．1 26．0�

23 シーサイドバウンド 牡2芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 アタマ 10．6�
612 レッドメイヴ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．2� 1．5�
24 ハッピーベリンダ 牝2鹿 54 内田 博幸窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 458 ―1：37．41� 25．2�
714 スマイルシャワー 牝2鹿 54 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 29．4	
35 ケンタッキーミント 牝2青鹿54 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 476 ―1：37．5� 7．5

59 モンスターバローズ 牡2栗 54 松岡 正海猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 474 ― 〃 クビ 13．6�
47 ユキノサンブライト 牝2鹿 54 北村 宏司井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 440 ―1：37．6クビ 32．6�
11 ディスクレーション 牝2栗 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410 ― 〃 アタマ 78．6
816 ロイヤルグラッセ 牝2栗 54 江田 照男 �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 462 ―1：37．7� 21．3�
611 ケイビエント 牝2鹿 54 西村 太一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：38．01� 81．3�
12 エストゥペンド 牡2鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 492 ― 〃 ハナ 246．3�
36 ウインシビュラ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ウイン 水野 貴広 日高 前川ファーム 446 ―1：38．31� 190．4�
510 オブシディアン 牡2青鹿54 小牧 太�ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 31．4�
48 ドラゴンヘッド 牡2栗 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 高橋 文雅 新ひだか 橋本牧場 468 ―1：38．51� 116．1�
713 リングランドムーン 牡2鹿 54 幸 英明蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 498 ―1：38．82 185．3�
818 ダンツトーラス 牡2栗 54 宮崎 北斗山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 502 ―1：39．54 96．5�
817 ディナーベル 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 406 ―1：40．03 220．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，125，200円 複勝： 62，116，600円 枠連： 18，752，300円
馬連： 51，266，100円 馬単： 41，646，200円 ワイド： 24，752，800円
3連複： 65，467，900円 3連単： 119，097，700円 計： 416，224，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 430円 � 240円 � 110円 枠 連（2－7） 2，630円

馬 連 �� 9，340円 馬 単 �� 24，490円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 620円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 67，720円

票 数

単勝票数 計 331252 的中 � 10074（7番人気）
複勝票数 計 621166 的中 � 17456（6番人気）� 39005（4番人気）� 358845（1番人気）
枠連票数 計 187523 的中 （2－7） 5280（9番人気）
馬連票数 計 512661 的中 �� 4053（29番人気）
馬単票数 計 416462 的中 �� 1255（63番人気）
ワイド票数 計 247528 的中 �� 2293（29番人気）�� 9894（5番人気）�� 19043（2番人気）
3連複票数 計 654679 的中 ��� 10899（14番人気）
3連単票数 計1190977 的中 ��� 1298（190番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．6―13．4―13．0―11．6―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．2―36．8―50．2―1：03．2―1：14．8―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ー リ ー ル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West 初出走

2011．2．22生 牝2鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エスティリリー号・クイーンズシアター号・マイネルシェルト号

21042 8月4日 曇 良 （25新潟2）第4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 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
53．7
53．7

良
良

510 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 田辺 裕信寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B488＋16 55．6 6．9�
611 バーチャルツアー 牡3栗 56 岩田 康誠 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 498＋12 〃 クビ 3．3�
713 サクラモンストール 牡3栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 478± 0 55．91� 13．7�
714 カシノサトラップ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 B486＋ 2 56．21� 5．4�
818 エレガントアゲン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 418± 0 56．3� 9．2	
715 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 476－ 6 56．4� 5．9

816 スイートルンバ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 416＋ 4 56．82� 98．0�
59 バトルディアーナー 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 義昭 450± 0 56．9� 109．3�
12 トウショウパシオン 牡3鹿 56 岩部 純二トウショウ産業� 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 440± 0 57．0� 20．0
23 スプリングマジック 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 春夫氏 菊沢 隆徳 様似 様似共栄牧場 492＋14 57．1クビ 20．4�
11 ワ ン パ ン チ 牡3芦 56

55 ☆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 B408＋ 4 57．2� 15．8�
36 レ デ ィ ノ ボ 牝3鹿 54 宮崎 北斗�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 466± 0 57．41� 27．8�
47 ア ト キ リ ナ 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム 468＋16 〃 ハナ 154．4�
612 コンクエスト 牡3鹿 56 幸 英明古賀 和夫氏 和田 正道 浦河 宮内牧場 504－ 3 57．6� 38．0�
35 ラプティウルス 牝3栗 54 高倉 稜飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 456－14 58．23� 288．3�
48 ペドレリーア 牝3鹿 54 武士沢友治 �キャロットファーム 栗田 博憲 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 464＋ 4 58．62� 108．1�
817 シェランコントレ 牡3栗 56

53 ▲花田 大昂大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 430－ 2 59．87 198．5�
24 ベヴェークトトム 牡3栗 56

53 ▲原田 和真 �クローバー商事 小桧山 悟 日高 沖田牧場 446 ―1：05．9大差 253．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，776，400円 複勝： 34，907，100円 枠連： 23，023，800円
馬連： 54，857，200円 馬単： 35，396，400円 ワイド： 25，526，200円
3連複： 73，763，300円 3連単： 115，149，100円 計： 386，399，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 150円 � 420円 枠 連（5－6） 1，260円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，670円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 25，700円

票 数

単勝票数 計 237764 的中 � 27456（4番人気）
複勝票数 計 349071 的中 � 36048（4番人気）� 81595（1番人気）� 17264（7番人気）
枠連票数 計 230238 的中 （5－6） 13578（6番人気）
馬連票数 計 548572 的中 �� 34148（2番人気）
馬単票数 計 353964 的中 �� 9284（7番人気）
ワイド票数 計 255262 的中 �� 12164（3番人気）�� 3603（23番人気）�� 7120（9番人気）
3連複票数 計 737633 的中 ��� 10496（14番人気）
3連単票数 計1151491 的中 ��� 3307（62番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―43．5

上り4F43．6－3F33．3
勝馬の
紹 介

コウヨウエンプレス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2012．11．4 東京8着

2010．4．20生 牝3鹿 母 コウヨウオラリア 母母 カナハラチドリ 8戦1勝 賞金 5，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェランコントレ号・ベヴェークトトム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月
4日まで平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タイキミホクイーン号・ローレルマヌエル号



21043 8月4日 曇 稍重 （25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）

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

610� サクラレグナム 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 510＋101：51．7 3．8�
35 グレートチャールズ 牡4栗 57 蛯名 正義吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 506－ 21：52．12� 4．2�
22 ドラゴンピース 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 502＋ 61：52．84 6．8�
34 ワルトユニヴァース 牡6栗 57 高倉 稜的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454± 01：52．9クビ 24．7�
712 マイネルソウル 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B488± 01：53．11� 90．3�
59 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 490－ 4 〃 ハナ 27．9	
47 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 B468－121：53．31� 4．4

815 サルジェンツチェリ 牡3芦 54 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 468＋ 21：53．72� 57．9�
23 シンボリプロント 牡4黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 446－ 6 〃 クビ 74．6�
713 タイガーシード 牡4黒鹿57 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 506± 01：54．23 4．7
814 リーサムポイント 牡5栗 57 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 464－141：54．3	 58．3�
46 ル ー 牡3鹿 54 西田雄一郎武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 462＋ 41：54．51 224．0�
611� ロ ゼ オ 牡4栗 57

54 ▲原田 和真栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 492＋ 61：55．03 250．9�
58 � ムーンベックカフェ 牡4栗 57 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 504± 01：55．42� 68．4�
11 ブライテストソード 
4栗 57 伊藤 工真 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－101：56．67 80．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，080，500円 複勝： 56，883，800円 枠連： 17，582，000円
馬連： 77，415，500円 馬単： 44，463，100円 ワイド： 33，548，200円
3連複： 91，095，500円 3連単： 161，422，400円 計： 510，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（3－6） 770円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 280805 的中 � 58581（1番人気）
複勝票数 計 568838 的中 � 93202（4番人気）� 120438（1番人気）� 79093（5番人気）
枠連票数 計 175820 的中 （3－6） 16953（1番人気）
馬連票数 計 774155 的中 �� 68042（2番人気）
馬単票数 計 444631 的中 �� 19745（2番人気）
ワイド票数 計 335482 的中 �� 24760（2番人気）�� 17143（8番人気）�� 21907（5番人気）
3連複票数 計 910955 的中 ��� 43357（5番人気）
3連単票数 計1614224 的中 ��� 17393（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．9―48．7―1：01．1―1：13．6―1：26．6―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラレグナム �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム

2009．4．27生 牡4栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー 11戦2勝 賞金 22，149，000円
初出走 JRA

※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 ドリームチャージ号

21044 8月4日 曇 稍重 （25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 7，200，000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 ランドシャーク 牡4鹿 57 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 492－ 61：11．3 3．8�
22 � フリスコベイ 牝4栗 55 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 482＋ 61：11．62 9．5�
713 エトルアンフルール 牝3栗 52 松岡 正海村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 476＋ 21：11．7クビ 29．4�
814� アンウォンド 牝3栗 52 北村 宏司�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 508－ 21：11．8	 11．6�
46 ファンデルワールス 
4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 490± 01：11．9	 4．9	
35 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：12．0	 7．2

11 フ ォ ル メ ン 牡6栗 57 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 506－ 21：12．1� 91．4�
59 スピーディードータ 牝4鹿 55 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478＋ 81：12．2	 20．1�
58 � ローレンルーナ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 474± 01：12．3クビ 3．9
34 ノボジュピター 牡7栗 57 横山 義行�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 470＋ 4 〃 ハナ 66．1�
23 サイレンスバード 牡3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 482－ 8 〃 クビ 51．4�
611 リーサムダイチ 牡5鹿 57 内田 博幸平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 476－ 21：13．15 48．1�
712 アポロヌリー 
3芦 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 446－121：13．52	 142．3�
815 シャインブレイザー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 492＋ 61：13．6	 26．7�
47 シャトルアップ 
5栗 57

55 △杉原 誠人広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド 494－221：13．91� 79．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，619，700円 複勝： 49，362，900円 枠連： 20，003，700円
馬連： 75，286，400円 馬単： 43，690，800円 ワイド： 33，126，400円
3連複： 90，149，800円 3連単： 154，206，300円 計： 493，446，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 350円 � 750円 枠 連（2－6） 1，660円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，570円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 27，050円 3 連 単 ��� 105，180円

票 数

単勝票数 計 276197 的中 � 57366（1番人気）
複勝票数 計 493629 的中 � 89147（2番人気）� 35711（5番人気）� 14260（9番人気）
枠連票数 計 200037 的中 （2－6） 8941（9番人気）
馬連票数 計 752864 的中 �� 23366（10番人気）
馬単票数 計 436908 的中 �� 7474（18番人気）
ワイド票数 計 331264 的中 �� 8052（11番人気）�� 3142（31番人気）�� 1807（44番人気）
3連複票数 計 901498 的中 ��� 2460（79番人気）
3連単票数 計1542063 的中 ��� 1082（307番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．8―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドシャーク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．2．11 東京5着

2009．3．13生 牡4鹿 母 エ ア リ ン グ 母母 コニーストン 9戦3勝 賞金 21，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エイブルブラッド号・ワンダフル号
（非抽選馬） 3頭 キングモンブラン号・ダークシーカー号・ドラゴンビューティ号



21045 8月4日 曇 良 （25新潟2）第4日 第9競走 ��
��2，200�

い ず も ざ き

出 雲 崎 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

711 リボントリコロール 牝3芦 52 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 448－ 42：15．5 6．0�
56 タイセイドリーム 牡3鹿 54 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522＋ 2 〃 ハナ 3．5�
57 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 494＋ 4 〃 ハナ 11．2�
22 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 54 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B468－ 4 〃 クビ 8．9�
11 ビバゴールデン 牝3鹿 52 高倉 稜桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 470＋ 22：15．6クビ 11．9	
68 サンバジーリオ 牡3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 498－ 22：15．91� 4．1

710 トーセンウィンドウ 牝3栗 52 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 4 〃 アタマ 29．6�
813 グランラファル 牡4栗 57 松岡 正海山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 498－18 〃 同着 208．5
812 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 446－ 2 〃 クビ 8．6�
33 クリノメダリスト 牝7栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444± 02：16．0	 59．1�
44 アードバーク 牡4鹿 57 西田雄一郎石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 476＋122：16．42	 298．2�
45 
 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 492－ 22：16．72 19．3�
69 ブライトマーサ 牡3黒鹿54 的場 勇人�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 472－ 62：16．8	 19．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，234，900円 複勝： 51，705，500円 枠連： 21，954，100円
馬連： 96，468，000円 馬単： 53，646，800円 ワイド： 37，006，400円
3連複： 110，729，600円 3連単： 203，984，100円 計： 605，729，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 150円 � 280円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，120円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 17，040円

票 数

単勝票数 計 302349 的中 � 40192（3番人気）
複勝票数 計 517055 的中 � 63240（3番人気）� 111860（1番人気）� 41019（6番人気）
枠連票数 計 219541 的中 （5－7） 26154（2番人気）
馬連票数 計 964680 的中 �� 65046（2番人気）
馬単票数 計 536468 的中 �� 15959（7番人気）
ワイド票数 計 370064 的中 �� 20283（2番人気）�� 7679（16番人気）�� 16016（6番人気）
3連複票数 計1107296 的中 ��� 24286（8番人気）
3連単票数 計2039841 的中 ��� 8836（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．3―49．1―1：02．9―1：15．4―1：28．1―1：40．3―1：52．1―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リボントリコロール �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．5．8生 牝3芦 母 リボンアート 母母 スカーレットリボン 7戦2勝 賞金 18，122，000円
※ブライトマーサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21046 8月4日 雨 良 （25新潟2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走15時10分 （芝・左）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

816 プレイズエターナル 牡3黒鹿54 横山 典弘 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 B476＋ 21：08．2 3．5�

815� アステールネオ 牝3栗 52 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 464＋ 41：08．3	 69．8�
（船橋） （船橋）

714 コンサートレディ 牝4鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 470＋ 21：08．51
 8．6�
23 レ ト 牡6鹿 57 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 472＋ 6 〃 クビ 12．4�
24 シャドウエミネンス 牡5栗 57 田中 勝春飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋ 81：08．6� 27．5�
35 フレイムヘイロー 牡5栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 496＋ 2 〃 アタマ 29．3	
713 ストロングロビン 牡7鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 480＋ 2 〃 ハナ 22．6

48 エールブリーズ 牡3青鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：08．7クビ 5．0�
817� アポロノカンザシ 牝5栗 55 西村 太一アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B446＋ 21：08．8� 17．6�
12  サクラインザスカイ 牡4栗 57 蛯名 正義さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 460－ 21：09．01
 44．0�
36 ニシノマナザシ 牡6芦 57 小牧 太西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 502－ 6 〃 クビ 157．0�
59 ツクバアラモード 牝3栗 52 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 454＋ 81：09．1� 18．8�
11 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 内田 博幸奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 452－ 41：09．2	 4．2�
611 コスモアンダルシア 牝3鹿 52 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 2 〃 クビ 176．6�
47 グラスソニック 牡3栗 54 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：09．41
 25．9�
510 チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 松岡 正海坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 462－ 41：10．14 48．5�
612 ファンアットコート 牝3鹿 52 宮崎 北斗�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 460± 0 〃 クビ 315．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，212，700円 複勝： 59，603，300円 枠連： 34，053，300円
馬連： 120，343，300円 馬単： 68，648，700円 ワイド： 47，456，900円
3連複： 154，629，800円 3連単： 281，290，300円 計： 804，238，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 1，290円 � 230円 枠 連（8－8） 1，950円

馬 連 �� 8，980円 馬 単 �� 14，720円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 410円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 19，570円 3 連 単 ��� 129，430円

票 数

単勝票数 計 382127 的中 � 87871（1番人気）
複勝票数 計 596033 的中 � 130748（1番人気）� 8686（14番人気）� 68871（4番人気）
枠連票数 計 340533 的中 （8－8） 12891（8番人気）
馬連票数 計1203433 的中 �� 9900（31番人気）
馬単票数 計 686487 的中 �� 3442（54番人気）
ワイド票数 計 474569 的中 �� 3246（40番人気）�� 32324（3番人気）�� 2071（59番人気）
3連複票数 計1546298 的中 ��� 5833（57番人気）
3連単票数 計2812903 的中 ��� 1604（370番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 ・（5，10）－（13，17）（1，14）11，2－16，3，9（4，15）6（7，12，8） 4 ・（5，10）－（13，17）（1，11，14）2－（3，16）（4，9，15）（7，6，8）－12

勝馬の
紹 介

プレイズエターナル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．6．30 函館2着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option 9戦3勝 賞金 43，690，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２レース目



21047 8月4日 曇 稍重 （25新潟2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第5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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

35 インカンテーション 牡3鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486＋ 81：50．3 3．3�
47 � サトノプリンシパル 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 544＋121：50．72� 5．7�
611 ケイアイレオーネ 牡3芦 56 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B548± 01：50．91� 4．8�
712 ジェベルムーサ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 550－ 61：51．32� 5．1�
22 ドコフクカゼ 牡3黒鹿56 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 496＋ 21：51．51	 136．3�
46 シグナルプロシード 牡3鹿 56 内田 博幸髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514± 01：51．71� 12．8	
23 オメガインベガス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 488－ 41：52．01� 19．3

610 リキサンステルス 牡3青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488＋ 61：52．31� 31．3�
11 アムールポエジー 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 488＋ 31：52．4� 10．1�
713 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 472－ 2 〃 アタマ 79．8
815 ハイパーチャージ 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 508＋ 81：52．71� 18．3�
34 カリスマサンタイム 牡3黒鹿56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 494＋ 21：53．02 252．9�
58 カ ノ ン 牝3鹿 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 2 〃 ハナ 88．4�
59 アドマイヤイバマ 牡3芦 56 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：53．1クビ 224．1�
814 タイセイバスター 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 506＋ 61：53．95 49．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 120，579，400円 複勝： 178，012，700円 枠連： 91，048，800円 馬連： 452，714，200円 馬単： 237，228，000円
ワイド： 147，220，500円 3連複： 612，511，700円 3連単： 1，219，882，600円 5重勝： 695，927，300円 計： 3，755，125，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 650円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 350円 �� 310円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，970円

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

キャリーオーバー なし����� 8，024，920円

票 数

単勝票数 計1205794 的中 � 291882（1番人気）
複勝票数 計1780127 的中 � 406450（1番人気）� 228021（4番人気）� 292657（2番人気）
枠連票数 計 910488 的中 （3－4） 104293（1番人気）
馬連票数 計4527142 的中 �� 428992（1番人気）
馬単票数 計2372280 的中 �� 126024（1番人気）
ワイド票数 計1472205 的中 �� 105604（2番人気）�� 125571（1番人気）�� 71716（5番人気）
3連複票数 計6125117 的中 ��� 342647（1番人気）
3連単票数 計12198826 的中 ��� 181297（1番人気）
5重勝票数 計6959273 的中 ����� 64

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．7―12．6―12．3―12．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．4―1：01．0―1：13．3―1：25．8―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
7，3（5，14）（2，8）11－（6，15）（9，12）（1，13）－4－10・（7，3）（5，14，11）（2，9）（8，15）（6，12）－（1，13）－（10，4）

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡3鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 11戦4勝 賞金 77，026，000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 ロンギングエース号

21048 8月4日 曇 良 （25新潟2）第4日 第12競走 ��
��1，800�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

713 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 41：46．9 36．6�

611 コスモミレネール 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：47．11� 29．8�
24 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 ハナ 3．7�
35 ルイーザシアター 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504＋ 41：47．2� 6．2�
510 クラーロデルナ 牡4鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 490＋ 21：47．3� 22．4	
59 サトノヒーロー 牡4黒鹿57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518－ 61：47．51	 3．9

817 リアルフレア 牡4栗 57 内田 博幸吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 454－ 21：47．71	 8．7�
714 ノーヒッター 牡3黒鹿54 松岡 正海島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 464－10 〃 クビ 11．0�
23 アルマディヴァン 牝3栗 52 江田 照男コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 492＋101：47．8
 26．3
612 ヌーアムート �4黒鹿57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：47．9
 17．6�
11 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 504＋ 61：48．0� 247．7�
818 アナンジュパス 牝4鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 7．7�
816� ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 436＋ 21：48．32 169．5�
47 サクセスカーチス 牡3鹿 54

53 ☆嶋田 純次髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 450－ 41：48．51� 89．1�

12 ニシノレゾネ 牡3栗 54
51 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 434－ 61：48．81
 335．1�

48 � テンエイヒーロー 牡4鹿 57
54 ▲花田 大昂熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 422＋ 21：49．22� 203．7�
36 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B528＋261：49．94 294．4�
715� マックスロノ 牡4栗 57 高倉 稜田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B494＋ 81：50．22 273．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 64，888，000円 複勝： 99，609，800円 枠連： 53，448，600円
馬連： 239，722，400円 馬単： 98，020，900円 ワイド： 78，174，100円
3連複： 237，923，300円 3連単： 457，124，400円 計： 1，328，911，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 680円 � 680円 � 170円 枠 連（6－7） 3，360円

馬 連 �� 40，570円 馬 単 �� 70，440円

ワ イ ド �� 8，460円 �� 1，920円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 35，960円 3 連 単 ��� 396，900円

票 数

単勝票数 計 648880 的中 � 13987（11番人気）
複勝票数 計 996098 的中 � 31998（11番人気）� 32385（10番人気）� 212116（1番人気）
枠連票数 計 534486 的中 （6－7） 11749（15番人気）
馬連票数 計2397224 的中 �� 4656（63番人気）
馬単票数 計 980209 的中 �� 1027（125番人気）
ワイド票数 計 781741 的中 �� 2224（59番人気）�� 10099（24番人気）�� 11529（19番人気）
3連複票数 計2379233 的中 ��� 4883（107番人気）
3連単票数 計4571244 的中 ��� 850（830番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．7―12．5―11．9―11．2―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．7―48．4―1：00．9―1：12．8―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 13，11（4，7，8）（5，14）（3，16）10（1，18）（6，12）（2，17）9－15 4 13，11（4，7，8）（5，14）3（10，16）（1，18）6（12，17）2，9－15

勝馬の
紹 介

ヤ ヤ ラ ー ラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dahar デビュー 2011．9．25 中山11着

2009．4．11生 牝4鹿 母 ヒアズホーピング 母母 French Polish 11戦2勝 賞金 18，616，000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） 1頭 ブライトマーサ号
（非抽選馬） 3頭 キョウエイショウリ号・タツショウワ号・ユキノユウダン号

５レース目



（25新潟2）第4日 8月4日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 189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

235，490，000円
8，710，000円
1，750，000円
21，470，000円
67，148，000円
5，795，600円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
456，674，600円
742，452，300円
336，104，800円
1，351，563，500円
753，108，400円
514，263，900円
1，682，230，200円
3，130，477，800円
695，927，300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
5 重 勝
計 9，662，802，800円

総入場人員 13，641名 （有料入場人員 11，382名）
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