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22109 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10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

59 ヴィクトリースノー 牝2芦 54
51 ▲石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 386－ 4 55．8 1．5�

818 エンドオブデイズ 牡2鹿 54 石橋 脩 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 424＋ 8 56．86 9．2�

612 イ デ ィ ル 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 56．9� 49．0�

715 ユ ウ ユ ウ 牝2栗 54 北村 宏司中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 2 〃 クビ 10．9�
11 ヒノキノカホリ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 446＋ 6 〃 ハナ 10．2�
611 ナンヨーディンプル 牝2黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 410＋ 2 〃 ハナ 45．0	
713 ユ ピ テ ル 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 410± 0 57．11 40．2

35 テ イ ア 牝2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 410－ 2 57．2� 20．4�
48 トーセンシャイニー 牝2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 434－18 57．3� 19．4
12 サノノゲーム 牡2青鹿54 西田雄一郎ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 414－14 57．51� 353．1�
817 クリノジュンチャン 牡2栗 54 岩部 純二栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 いとう牧場 460＋ 4 〃 ハナ 129．8�
510 バトルトリープ 牝2青鹿54 伊藤 工真宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 426－ 2 〃 アタマ 163．1�
816 キセキノブーケ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 386＋ 4 〃 アタマ 22．0�
36 ラマハデスヌーダ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 粕谷 昌央 浦河 ミルファーム 428＋ 2 〃 アタマ 21．0�
24 シゲルギシサイ 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 浜口牧場 478＋ 2 57．71� 159．1�
47 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 佐竹 学 420＋ 4 58．12� 168．3�
23 ラプロムナード 牝2栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 370－ 2 58．52� 370．9�
714 ネブカドネザル 牡2鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム B446＋ 2 59．35 276．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，043，900円 複勝： 58，071，800円 枠連： 18，260，000円
馬連： 51，933，200円 馬単： 39，976，800円 ワイド： 28，072，600円
3連複： 71，607，600円 3連単： 122，753，200円 計： 413，719，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 620円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，100円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 22，140円

票 数

単勝票数 計 230439 的中 � 121103（1番人気）
複勝票数 計 580718 的中 � 396566（1番人気）� 27484（3番人気）� 7312（9番人気）
枠連票数 計 182600 的中 （5－8） 29849（1番人気）
馬連票数 計 519332 的中 �� 42554（3番人気）
馬単票数 計 399768 的中 �� 23615（3番人気）
ワイド票数 計 280726 的中 �� 17499（2番人気）�� 6403（10番人気）�� 2237（31番人気）
3連複票数 計 716076 的中 ��� 6639（28番人気）
3連単票数 計1227532 的中 ��� 4019（66番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．7―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．3―44．0

上り4F43．7－3F33．2
勝馬の
紹 介

ヴィクトリースノー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．7．5 福島2着

2012．4．10生 牝2芦 母 カネスヴィバーチェ 母母 デ モ ン リ ー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネブカドネザル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メランコリア号

22110 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10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 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

23 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468± 01：54．3 3．2�
814 ドナアヴィード 牝3芦 54 北村 宏司久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440＋ 21：54．51� 7．1�
59 ヒ ム カ 牝3栗 54 御神本訓史�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 500＋ 41：54．71� 4．2�

（大井）

712 トゥルーモーション 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 21：55．44 11．8�
713 プロテクション 牝3黒鹿54 伊藤 工真 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 81：55．71� 5．2	
22 クインズアベハ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 434＋ 41：55．8� 29．8

11 ダイワナッティー 牝3青 54 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 492＋ 2 〃 ハナ 31．2�
815 ミライヘノマイ 牝3栗 54 平野 優三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：56．22� 54．6�
34 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 岩田 康誠村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 454＋ 81：56．3� 7．9
46 ユメノナカヘ 牝3青鹿54 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 468＋121：57．15 155．9�
58 ダイワインテンス 牝3鹿 54 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B498＋ 61：57．2クビ 61．5�
611 カリビアンロマンス 牝3鹿 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：58．47 35．5�
610 コウヨウハート 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 468＋122：00．7大差 61．3�
35 ブルーインザスカイ 牝3芦 54

51 ▲原田 和真 �ブルーマネジメント高橋 文雅 新冠 武田牧場 432 ―2：00．8クビ 167．3�
47 ヴィヴァルディ 牝3鹿 54 江田 照男飯田 正剛氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 440＋ 82：02．7大差 117．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，645，300円 複勝： 33，113，300円 枠連： 14，410，200円
馬連： 49，097，500円 馬単： 28，685，600円 ワイド： 25，396，200円
3連複： 61，766，100円 3連単： 89，922，000円 計： 322，036，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（2－8） 1，020円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 550円 �� 310円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 196453 的中 � 48423（1番人気）
複勝票数 計 331133 的中 � 63577（2番人気）� 39808（4番人気）� 69189（1番人気）
枠連票数 計 144102 的中 （2－8） 10919（4番人気）
馬連票数 計 490975 的中 �� 30905（4番人気）
馬単票数 計 286856 的中 �� 9650（6番人気）
ワイド票数 計 253962 的中 �� 11172（6番人気）�� 22531（1番人気）�� 13155（5番人気）
3連複票数 計 617661 的中 ��� 27419（3番人気）
3連単票数 計 899220 的中 ��� 7392（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．4―49．7―1：02．6―1：15．6―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デザートオブムーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．12．7 中山4着

2011．3．6生 牝3黒鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 10戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウハート号・ブルーインザスカイ号・ヴィヴァルディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26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 テンノハゴロモ号・ナムラヒロイン号
※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。

第２回 新潟競馬 第10日



22111 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10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

611 マサノマリリン 牝3黒鹿54 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 458＋ 41：34．4 13．6�
612 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 典弘�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 446± 0 〃 アタマ 6．7�
818 ジ ョ ニ ー 牡3鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 518＋16 〃 ハナ 19．2�
12 イエローサブマリン 牝3栗 54 岩部 純二�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 452－ 41：34．5� 292．8�
48 デュアルインパクト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 アタマ 4．2	
35 � サトノジェイド 牝3鹿 54 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 仏 Stall Par-

thenaue 460＋ 21：34．6クビ 30．3

715 アサクサレーサー 牡3黒鹿56 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 2．0�
817 ナッツハッピー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太飯田 政子氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 428± 01：34．7� 253．2�
816 スマートグリフィン 牡3青 56

53 ▲木幡 初也大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 472± 0 〃 クビ 36．9
36 ア オ リ ン ゴ 牝3鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤井牧場 450＋121：34．91	 318．2�
59 アイティルビー 牝3鹿 54 和田 竜二一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 424－ 81：35．0クビ 180．5�
24 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460＋ 41：35．1� 8．9�
11 � ヴィリエルバクル 牝3栗 54 伊藤 工真吉田 和美氏 木村 哲也 英 D. G. Hardisty

Bloodstock 456＋141：35．52	 249．6�
47 クイーンラズベリ 牝3栗 54 江田 照男 �グリーンファーム加藤 和宏 千歳 社台ファーム 454＋121：35．71 67．0�
713 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 454＋141：35．91
 319．4�
510 ニシノモリンガ 牡3栗 56 御神本訓史西山 茂行氏 根本 康広 新冠 川上牧場 B446＋ 21：36．43 131．8�

（大井）

714 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 蛯名 正義�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 448＋101：36．93 23．0�
23 サマールーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 454－ 2 〃 ハナ 328．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，303，200円 複勝： 50，496，000円 枠連： 18，012，900円
馬連： 65，350，700円 馬単： 42，843，900円 ワイド： 33，014，300円
3連複： 77，330，800円 3連単： 131，884，900円 計： 450，236，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 420円 � 270円 � 680円 枠 連（6－6） 4，600円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，460円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 124，820円

票 数

単勝票数 計 313032 的中 � 18355（5番人気）
複勝票数 計 504960 的中 � 30617（5番人気）� 55522（3番人気）� 17713（7番人気）
枠連票数 計 180129 的中 （6－6） 3029（12番人気）
馬連票数 計 653507 的中 �� 10988（14番人気）
馬単票数 計 428439 的中 �� 3891（25番人気）
ワイド票数 計 330143 的中 �� 6872（12番人気）�� 2407（30番人気）�� 5067（18番人気）
3連複票数 計 773308 的中 ��� 2830（54番人気）
3連単票数 計1318849 的中 ��� 766（311番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．2―12．3―11．7―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．3―47．5―59．8―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノマリリン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 東京7着

2011．2．17生 牝3黒鹿 母 モエレゴールド 母母 ニアーザゴールド 6戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 アンリキャトル号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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） 3頭 ケンブリッジベラ号・ベストギフト号・モンサンアルビレオ号
（非抽選馬） 4頭 アロングマイハート号・ドクターシェイド号・ママアルパ号・ライクアラヴァー号
※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。

22112 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 リースリング 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 450＋ 81：54．9 9．9�

610 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 484＋ 21：55．0� 6．4�
815 ベストヴィジョン 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B472－ 81：55．21� 28．2�
11 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56 伊藤 工真吉田 照哉氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B450± 01：55．3� 36．9�
22 ヨウザンフウ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 436＋ 21：55．4� 268．6�
59 ハワイアンブロー 牡3栗 56 西田雄一郎有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム B520－ 21：55．72 8．4�
23 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 484± 01：56．01� 129．4	
35 テイエムテンリュウ 牡3芦 56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 494＋ 21：56．21� 91．1

611 ケイクエスト 牡3栗 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 B492＋ 21：57．05 5．4�
712 ランドグローリー �3栗 56 的場 勇人木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 468＋ 21：57．31� 72．3�
46 モンテドリーム 牡3鹿 56 木幡 初広毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 様似 富田 恭司 484± 01：57．62 315．6
713 マイベストフェロー 牡3青鹿56 M．エスポジート 有限会社シルク萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：58．02� 12．0�
（伊）

58 ユキノアカツキ 牡3栗 56 嶋田 純次馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 526± 01：58．53 101．1�
47 サクセスラディウス 牡3青鹿56 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 508± 02：00．09 2．0�
34 エースカノープス 牡3鹿 56 杉原 誠人新川 敏弘氏 高木 登 新冠 小泉 学 B474＋ 22：00．21 88．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，051，700円 複勝： 36，268，700円 枠連： 18，198，900円
馬連： 56，893，500円 馬単： 35，263，600円 ワイド： 28，922，700円
3連複： 66，485，300円 3連単： 109，140，100円 計： 376，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 330円 � 180円 � 560円 枠 連（6－8） 1，110円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，870円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 16，970円 3 連 単 ��� 106，210円

票 数

単勝票数 計 250517 的中 � 20093（5番人気）
複勝票数 計 362687 的中 � 26484（5番人気）� 64659（2番人気）� 14154（7番人気）
枠連票数 計 181989 的中 （6－8） 12613（4番人気）
馬連票数 計 568935 的中 �� 11859（15番人気）
馬単票数 計 352636 的中 �� 3267（28番人気）
ワイド票数 計 289227 的中 �� 8034（9番人気）�� 2534（26番人気）�� 3973（17番人気）
3連複票数 計 664853 的中 ��� 2938（48番人気）
3連単票数 計1091401 的中 ��� 745（284番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―14．1―12．7―12．3―13．0―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―51．1―1：03．8―1：16．1―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リースリング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．25 中山16着

2011．4．15生 牝3栗 母 シルクプリズム 母母 ラ ク レ ジ ア 7戦1勝 賞金 6，260，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクセスラディウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平地

競走に出走できない。
エースカノープス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 センノイギダー号・タケシクン号・レッドウォーリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22113 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10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
1：32．3

良
良

36 サンマルティン 牡2栗 54 M．エスポジート �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482 ―1：36．7 2．4�
（伊）

611� リープフロッグ 牡2鹿 54 田中 勝春橋口 博氏 須貝 尚介 独 Gestut
Ebbesloh 498 ―1：37．12� 19．6�

715 クラウンロベルト 牡2青鹿54 西田雄一郎�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446 ―1：37．2� 69．3�
510 レーヴラヴィッサン 牝2鹿 54 田辺 裕信佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 452 ―1：37．3� 17．7�
612 モ ル ー ア 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 456 ―1：37．51	 18．5	
11 ネージュドール 牡2芦 54 内田 博幸池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 430 ―1：37．6� 8．5

47 ミュゼゴースト 牡2黒鹿54 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 492 ―1：37．81	 12．4�
24 ハナズシャウト 牡2栗 54 石橋 脩M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 下屋敷牧場 480 ― 〃 クビ 17．0�
59 サウスポールツアー 牝2栗 54 御神本訓史海谷 幸司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 418 ―1：37．9
 79．1

（大井）

714 シ ル フ 牝2黒鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474 ―1：38．11	 72．9�

817 エースナンバー 牡2黒鹿54 横山 典弘�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 486 ―1：38．2� 35．1�

23 リネンパター 牝2栗 54
51 ▲伴 啓太戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 440 ―1：38．41	 175．9�

12 スラリーアイス 牝2黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 454 ― 〃 アタマ 149．0�
35 フェスタジュニーナ 牡2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 480 ―1：38．61 4．3�
818 ロマンホープ 牡2黒鹿54 木幡 初広菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 444 ―1：39．02� 180．8�
48 タマヨリモハヤク 牡2鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 492 ―1：39．21	 112．0�
713 クインズケリド 牡2青 54 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 492 ―1：39．3� 10．0�
816 ア テ イ ン 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 454 ―1：39．51	 222．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，246，700円 複勝： 37，885，000円 枠連： 21，589，700円
馬連： 59，195，800円 馬単： 35，345，900円 ワイド： 32，165，000円
3連複： 75，660，200円 3連単： 109，528，400円 計： 402，616，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 520円 � 1，190円 枠 連（3－6） 700円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 4，310円 �� 9，450円

3 連 複 ��� 50，660円 3 連 単 ��� 176，070円

票 数

単勝票数 計 312467 的中 � 100551（1番人気）
複勝票数 計 378850 的中 � 93559（1番人気）� 15756（9番人気）� 6307（12番人気）
枠連票数 計 215897 的中 （3－6） 23777（2番人気）
馬連票数 計 591958 的中 �� 14813（12番人気）
馬単票数 計 353459 的中 �� 5825（13番人気）
ワイド票数 計 321650 的中 �� 6225（15番人気）�� 1904（45番人気）�� 861（72番人気）
3連複票数 計 756602 的中 ��� 1120（141番人気）
3連単票数 計1095284 的中 ��� 451（550番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―13．3―13．2―11．4―10．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―37．0―50．3―1：03．5―1：14．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．4生 牡2栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミュゼゴースト号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 クリーミーボイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22114 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

813 キュリオスティー 牝3鹿 52 岩田 康誠 �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 436＋ 61：59．2 3．5�

710 ラテラルアーク 牡3栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B492± 01：59．41� 2．2�

33 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57
54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 446＋ 21：59．61� 61．0�
45 	 イメージガール 牝4黒鹿55 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 460－231：59．7
 17．3�
11 ホワイトマニキュア 牝3芦 52

49 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋141：59．91� 17．9	
57 チ ュ ロ 牝3黒鹿52 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 454± 02：00．0
 34．5

68 	 ナデシコニッポン 牝4芦 55 和田 竜二石橋 和夫氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 6 〃 ハナ 23．1�
711 フィールフリーリー 牝4栗 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486± 02：00．1� 13．0�
56 レッドオラシオン 牡3芦 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B448＋ 6 〃 クビ 5．8
22 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 55 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 490＋ 62：00．52� 22．2�
812� コ ス モ ジ グ 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer B478± 02：00．6
 73．4�
69 プラウドウルフ 牡3栃栗54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B466－ 82：01．45 145．3�
44 メーリングキャット 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 438± 02：01．61 67．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，527，200円 複勝： 38，509，800円 枠連： 15，655，700円
馬連： 63，774，800円 馬単： 38，239，400円 ワイド： 31，854，900円
3連複： 75，243，900円 3連単： 124，655，300円 計： 416，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 130円 � 790円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，160円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 285272 的中 � 63430（2番人気）
複勝票数 計 385098 的中 � 72262（2番人気）� 101886（1番人気）� 7582（10番人気）
枠連票数 計 156557 的中 （7－8） 36679（1番人気）
馬連票数 計 637748 的中 �� 126418（1番人気）
馬単票数 計 382394 的中 �� 35470（2番人気）
ワイド票数 計 318549 的中 �� 47388（1番人気）�� 2219（38番人気）�� 3393（24番人気）
3連複票数 計 752439 的中 ��� 7677（23番人気）
3連単票数 計1246553 的中 ��� 3999（57番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―11．6―12．2―12．5―12．1―11．9―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―35．7―47．3―59．5―1：12．0―1：24．1―1：36．0―1：47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュリオスティー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2013．8．17 新潟10着

2011．2．26生 牝3鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral 6戦2勝 賞金 11，900，000円



22115 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

612 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 482＋ 81：09．2 4．2�
24 ミッキールドラ 牡4栗 57 M．エスポジート 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 B498－ 61：09．3� 82．3�

（伊）

816 シ ェ ー ル 牝4芦 55
52 ▲伴 啓太谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B450－ 8 〃 クビ 63．6�

818	 トルセドール 牡3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 478＋12 〃 ハナ 6．5�

12 リターンラルク 牡3鹿 54 横山 典弘山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B458＋ 8 〃 ハナ 3．2�
713 アンスポークン 牝5鹿 55 杉原 誠人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋101：09．4クビ 65．9	
23 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 52 柴田 大知土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 422－ 2 〃 アタマ 13．4

715 キョウエイダルク 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 434＋ 2 〃 アタマ 35．2�
47 タカラジェニファ 牝3鹿 52 伊藤 工真村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 454－ 6 〃 アタマ 5．1�
510 ホークインザブルー 
4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 456－ 2 〃 アタマ 65．7
59 シニョリーナ 牝3青鹿52 柴田 善臣髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B452－ 21：09．5� 47．0�
11 ダイワカリエンテ 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋221：09．6� 24．5�
817 エクスペリエンス 牝3栗 52

49 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 392＋ 81：09．81 25．1�

48 ツキノウサギ 牝4鹿 55 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 444＋ 2 〃 ハナ 198．8�
36 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム B446± 01：09．9� 26．5�
714 スイートガーデン 牝3鹿 52 岩田 康誠田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 496＋221：10．0� 26．7�
611 アポロムーン 牝3栗 52

49 ▲原田 和真アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 藤本 友則 434＋ 81：10．63� 65．6�
35 ピーエムヘクター 牡6鹿 57 宮崎 北斗松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 478－ 81：11．34 193．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，985，300円 複勝： 42，025，000円 枠連： 21，177，000円
馬連： 71，626，300円 馬単： 38，772，900円 ワイド： 34，687，400円
3連複： 90，709，900円 3連単： 127，396，200円 計： 455，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 1，670円 � 1，610円 枠 連（2－6） 2，500円

馬 連 �� 15，410円 馬 単 �� 24，490円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 3，620円 �� 39，570円

3 連 複 ��� 207，410円 3 連 単 ��� 1，061，630円

票 数

単勝票数 計 289853 的中 � 54021（2番人気）
複勝票数 計 420250 的中 � 76517（1番人気）� 5560（16番人気）� 5764（14番人気）
枠連票数 計 211770 的中 （2－6） 6547（11番人気）
馬連票数 計 716263 的中 �� 3602（51番人気）
馬単票数 計 387729 的中 �� 1187（80番人気）
ワイド票数 計 346874 的中 �� 1696（56番人気）�� 2493（37番人気）�� 224（146番人気）
3連複票数 計 907099 的中 ��� 328（381番人気）
3連単票数 計1273962 的中 ��� 87（2064番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルムーン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．6．16 函館3着

2010．4．19生 牝4鹿 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 23戦3勝 賞金 50，917，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 アステールネオ号・エクスプローラー号・タカラジャンヌ号・ダークアイリス号・パイメイメイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22116 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 インストレーション 牡3鹿 54 江田 照男有限会社シルク中川 公成 日高 庄野牧場 530± 01：53．4 3．8�
34 メジャーステップ 牡3栗 54 M．エスポジート �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482－ 61：53．61� 5．1�

（伊）

814 ビックナジョーカー 牡3鹿 54
51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 468＋ 61：53．91� 21．8�
46 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 17．6�
11 エピローグブリッジ �4栗 57 蛯名 正義�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：54．32	 8．4	
22 ヴ ェ ル デ ホ 牡4黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：54．72	 4．9

713 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿54 北村 宏司中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 540＋221：55．02 33．5�
59 ストロングバルドル 牡3鹿 54 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：55．1	 9．2�
610 キーコレクション 牡4栗 57 石橋 脩北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 466－ 2 〃 ハナ 70．7
815 ノースエット 牡3黒鹿54 柴田 善臣平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 512＋ 4 〃 ハナ 45．7�
23 ヤマニンパンテオン 牡4鹿 57 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 460＋ 61：55．2クビ 167．3�
35 エンドレストライ 牝3黒鹿52 田中 勝春飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 468－ 4 〃 同着 6．6�
47 ナムライッポン 牡4黒鹿57 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 462－ 41：55．41� 29．1�
58 
 クリノテンペスタ 牡7栗 57

54 ▲石川裕紀人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 474＋ 41：57．1大差 240．5�
611 ターゲットゾーン 牡4栗 57 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 B492－141：57．73	 315．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，476，900円 複勝： 49，786，400円 枠連： 24，994，800円
馬連： 80，639，000円 馬単： 43，147，300円 ワイド： 37，840，100円
3連複： 97，061，500円 3連単： 147，339，800円 計： 512，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 210円 � 190円 � 470円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，760円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計 314769 的中 � 66102（1番人気）
複勝票数 計 497864 的中 � 66718（3番人気）� 78116（1番人気）� 22284（8番人気）
枠連票数 計 249948 的中 （3－7） 30125（1番人気）
馬連票数 計 806390 的中 �� 43863（3番人気）
馬単票数 計 431473 的中 �� 11730（3番人気）
ワイド票数 計 378401 的中 �� 16619（3番人気）�� 5379（24番人気）�� 5842（20番人気）
3連複票数 計 970615 的中 ��� 8145（30番人気）
3連単票数 計1473398 的中 ��� 3158（110番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．6―13．4―12．7―12．6―12．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．6―51．0―1：03．7―1：16．3―1：29．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インストレーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．5．24 東京9着

2011．5．19生 牡3鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 4戦2勝 賞金 11，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ノースエット号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻2分遅延。
※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 ノーブルガイア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22117 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第9競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．24以降26．8．24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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

812 ミエノキセキ 牡6栗 56 戸崎 圭太里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 580＋ 21：59．0 5．6�
68 � アウォーディー 牡4鹿 58 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 506－ 21：59．21� 5．2�
56 	 グレイスフラワー 牝5青鹿51 木幡 初也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 ハナ 46．2�
69 ヤマニンプードレ 牝4芦 53 柴田 大知土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 476＋ 6 〃 ハナ 11．6�
710 レイヌドネージュ 牝4鹿 52 M．エスポジート �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 480－ 41：59．3
 18．5�

（伊）

711 ダービーフィズ 牡4栗 58 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 444± 01：59．4� 6．5	
33 	 アンバサドゥール 牡5鹿 54 武士沢友治伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456－ 21：59．61
 79．9

813 ビームライフル 牡5青鹿56 柴田 善臣西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 472± 02：00．13 27．2�
44 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458± 0 〃 クビ 16．0�
45 クロニクルスカイ 牡3鹿 53 和田 竜二 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 520＋122：00．31� 28．0�
22 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿55 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 506＋142：00．4クビ 8．9�
57 レッドルーラー 牡4鹿 57 岩田 康誠 東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：00．5
 11．7�
11 アドマイヤディープ 牡4鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494± 0 （競走中止） 4．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，213，600円 複勝： 80，205，200円 枠連： 28，622，200円
馬連： 126，264，100円 馬単： 59，731，100円 ワイド： 56，850，700円
3連複： 151，413，600円 3連単： 231，814，400円 計： 777，114，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 200円 � 950円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，330円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 28，820円 3 連 単 ��� 111，590円

票 数

単勝票数 計 422136 的中 � 60075（3番人気）
複勝票数 計 802052 的中 � 97529（4番人気）� 120891（2番人気）� 17185（12番人気）
枠連票数 計 286222 的中 （6－8） 25617（2番人気）
馬連票数 計1262641 的中 �� 57427（3番人気）
馬単票数 計 597311 的中 �� 14535（7番人気）
ワイド票数 計 568507 的中 �� 21218（5番人気）�� 4273（46番人気）�� 3384（55番人気）
3連複票数 計1514136 的中 ��� 3939（112番人気）
3連単票数 計2318144 的中 ��� 1506（457番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．7―47．6―1：00．3―1：12．9―1：24．8―1：36．1―1：47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．17 東京3着

2008．4．30生 牡6栗 母 スプリングソネット 母母 エイプリルソネット 11戦4勝 賞金 49，981，000円
〔競走中止〕 アドマイヤディープ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22118 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

34 サクラアドニス 牡6黒鹿57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 81：20．8 46．0�
33 � コウヨウアレス 牡5青鹿56 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 470－ 4 〃 ハナ 7．6�
610 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 石橋 脩吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 5．5�
814 プリムラブルガリス 牡4鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 2．6�
712 アミカブルナンバー 牝5鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460－ 21：20．9	 4．5�
813 ダノンプログラマー 
8青鹿56 岩田 康誠�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 466－ 2 〃 ハナ 52．0	
69 プレイズエターナル 牡4黒鹿56 蛯名 正義 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 B484＋ 4 〃 ハナ 9．4

711 テイエムオオタカ 牡6鹿 58 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 B486＋ 21：21．11� 21．6�
58 ブラボースキー 
6栗 56 M．エスポジート 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B494＋ 2 〃 ハナ 57．0�

（伊）

22 サクラクローバー 牝7鹿 54 田辺 裕信�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 480＋141：21．2� 96．4
57 インプレスウィナー 牡7青 58 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456± 01：21．3クビ 21．3�
46  ダイヤモンドダンス 牡5鹿 56 御神本訓史坪野谷和平氏 堀 千亜樹 むかわ 片山 幹雄 B502± 0 〃 クビ 87．0�

（大井） （大井）

11 ヒットジャポット 牡7黒鹿56 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 494± 01：21．51� 74．5�
45 ティアップゴールド 牡8鹿 56 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 474＋ 41：21．6� 20．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，881，100円 複勝： 72，621，100円 枠連： 33，749，400円
馬連： 155，597，800円 馬単： 73，425，700円 ワイド： 57，714，000円
3連複： 169，834，900円 3連単： 292，559，900円 計： 902，383，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，600円 複 勝 � 410円 � 240円 � 210円 枠 連（3－3） 13，830円

馬 連 �� 14，120円 馬 単 �� 35，920円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 2，520円 �� 740円

3 連 複 ��� 20，360円 3 連 単 ��� 192，990円

票 数

単勝票数 計 468811 的中 � 8136（9番人気）
複勝票数 計 726211 的中 � 39462（6番人気）� 82424（4番人気）� 102311（3番人気）
枠連票数 計 337494 的中 （3－3） 1891（23番人気）
馬連票数 計1555978 的中 �� 8537（34番人気）
馬単票数 計 734257 的中 �� 1533（82番人気）
ワイド票数 計 577140 的中 �� 4014（35番人気）�� 5764（27番人気）�� 21159（7番人気）
3連複票数 計1698349 的中 ��� 6254（62番人気）
3連単票数 計2925599 的中 ��� 1099（483番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．6―11．7―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．6―46．2―57．9―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー 2011．3．19 阪神4着

2008．3．10生 牡6黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル 27戦6勝 賞金 113，997，000円
〔騎手変更〕 コウヨウアレス号の騎手内田博幸は，第9競走での落馬による検査のため北村宏司に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目



22119 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第34回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

24 ミュゼスルタン 牡2鹿 54 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 474＋ 81：33．4レコード 4．1�
47 アヴニールマルシェ 牡2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 ハナ 3．2�
12 ニシノラッシュ 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 464± 01：33．61� 19．6�
510 コ メ ー ト 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478± 01：33．81� 64．9�
11 ブ リ ク ス ト 牡2黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋161：34．01� 12．4�
817 ナ ヴ ィ オ ン 牡2鹿 54 的場 勇人橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 460＋101：34．1	 3．8	
23 カシノハリウッド 牡2栗 54 戸崎 圭太柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 512＋161：34．31� 59．7

715 ワキノヒビキ 牡2鹿 54 横山 典弘脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 494＋ 81：34．4	 9．2�
612 ハ ナ モ モ 牝2黒鹿54 蛯名 正義藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 454－ 81：34．5� 87．3�
48 ヒルノマレット 牡2黒鹿54 和田 竜二ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 480＋ 41：34．6クビ 24．7�
611 トーホウハニー 牝2鹿 54 田中 勝春東豊物産 田中 清隆 日高 竹島 幸治 430－ 21：34．91	 90．9�
36 ギ ン パ リ 牡2青鹿54 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 486＋ 4 〃 ハナ 67．2�
59 ディアコンチェルト 牡2黒鹿54 江田 照男ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 434± 01：35．21	 27．0�
816 テイケイラピッド 牝2栗 54 御神本訓史兼松 忠男氏 荒川 義之 洞
湖 レイクヴィラファーム 496－ 41：35．83� 60．3�

（大井）

713 ゴッドバローズ 牡2黒鹿54 石橋 脩猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 426± 01：36．01 51．7�
35 ラ ミ ー ロ 牡2栗 54 M．エスポジート 門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 452－ 41：36．85 180．2�

（伊）

714 コスモピーコック 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：37．33 89．5�
818 グラスエトワール 牝2鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450－ 41：37．83 220．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 188，182，300円 複勝： 240，750，500円 枠連： 134，466，000円 馬連： 610，634，200円 馬単： 297，830，700円
ワイド： 217，813，700円 3連複： 831，434，900円 3連単： 1，470，475，800円 5重勝： 666，899，700円 計： 4，658，487，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 150円 � 390円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，320円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 16，440円

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

キャリーオーバー なし����� 18，673，190円

票 数

単勝票数 計1881823 的中 � 364428（3番人気）
複勝票数 計2407505 的中 � 409549（3番人気）� 486794（1番人気）� 117370（6番人気）
枠連票数 計1344660 的中 （2－4） 146702（2番人気）
馬連票数 計6106342 的中 �� 618950（1番人気）
馬単票数 計2978307 的中 �� 139018（5番人気）
ワイド票数 計2178137 的中 �� 164832（2番人気）�� 39951（11番人気）�� 37341（13番人気）
3連複票数 計8314349 的中 ��� 130278（8番人気）
3連単票数 計14704758 的中 ��� 64814（27番人気）
5重勝票数 計6668997 的中 ����� 25

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．1―59．1―1：10．4―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミュゼスルタン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．10 新潟1着

2012．4．3生 牡2鹿 母 アスクデピュティ 母母 マルカコマチ 2戦2勝 賞金 37，630，000円
〔騎手変更〕 ブリクスト号の騎手内田博幸は，第9競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22120 8月31日 晴 良 （26新潟2）第10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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 戸崎 圭太松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：11．7 3．4�
58 マ ン リ ー 牡4鹿 57 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 522＋ 81：11．8� 7．8�
815	 アースゼウス 牡4栗 57 石橋 脩 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

508＋ 41：12．01
 2．6�
814 ジョージジョージ 牡4栗 57 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 454＋ 41：12．32 6．4�
23 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 458－ 21：12．51 20．7�
47 ジ ー ニ ア イ 牡3青 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 484＋ 61：12．71� 15．6	
610 クインズセブン 牡3鹿 54 北村 宏司 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 浦河 富田牧場 486＋ 41：12．91
 56．6

46 キネオメジャー �3栗 54 御神本訓史吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B456－ 41：13．11
 17．4�

（大井）

712 アルテミシア 牝4鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B492＋221：13．2� 51．2�
11 レッドジョーカー 牡6黒鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B528－ 8 〃 アタマ 55．5
713 ノボサイボーグ 牡4栗 57 和田 竜二�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 476± 01：13．3クビ 56．5�
59  クラウンザクラウン 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真�クラウン 小野 次郎 新冠 大栄牧場 518＋201：13．4� 337．2�
22  カーラノーチェ 牝5黒鹿55 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 474＋101：13．71� 126．3�
611	 ラナウェイビート 牡3鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 米
Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

522＋141：13．91
 23．3�
34 マ グ ネ イ ト �4栗 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 466± 01：14．11� 236．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 73，599，500円 複勝： 101，695，100円 枠連： 58，398，600円
馬連： 205，877，900円 馬単： 110，695，600円 ワイド： 93，251，300円
3連複： 255，095，900円 3連単： 482，589，100円 計： 1，381，203，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（3－5） 1，410円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 460円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 8，580円

票 数

単勝票数 計 735995 的中 � 168554（2番人気）
複勝票数 計1016951 的中 � 213894（2番人気）� 103071（4番人気）� 223213（1番人気）
枠連票数 計 583986 的中 （3－5） 31916（6番人気）
馬連票数 計2058779 的中 �� 111238（5番人気）
馬単票数 計1106956 的中 �� 34003（7番人気）
ワイド票数 計 932513 的中 �� 48056（4番人気）�� 114960（1番人気）�� 43060（5番人気）
3連複票数 計2550959 的中 ��� 143677（2番人気）
3連単票数 計4825891 的中 ��� 40766（13番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．2―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルソラフネ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．8．13 新潟12着

2009．1．30生 牡5鹿 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 24戦3勝 賞金 43，520，000円
〔騎手変更〕 アースゼウス号の騎手内田博幸は，第9競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウエスタンスマイル号・フレックスハート号
※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。

５レース目



（26新潟2）第10日 8月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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

229，490，000円
2，080，000円
6，680，000円
1，770，000円
20，980，000円
69，977，000円
5，246，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
570，156，700円
841，427，900円
407，535，400円
1，596，884，800円
843，958，500円
677，582，900円
2，023，644，600円
3，440，059，100円
666，899，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，068，149，600円

総入場人員 14，139名 （有料入場人員 11，910名）
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