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22025 8月9日 曇 稍重 （26新潟2）第3日 第1競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時10分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 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

712 ダノンゴールド 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B546＋ 43：04．5 2．5�
11 ロードシュプリーム 牡4鹿 60 石神 深一 �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 522＋ 23：04．92� 18．3�
22 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 492－ 23：05．0� 4．3�
69 ベロセットレコード 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 476－ 23：05．74 27．2�
33 フリーダムシチー 牡5栗 60 金子 光希 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 444＋ 8 〃 クビ 29．6�
813 ニジブルーム 牡6芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 488－ 43：05．91� 9．4	
711 ラッキーストリーク 牡4鹿 60 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 450＋ 23：06．21	 24．5

814 タニノマンボ 牡4鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 478－ 43：06．41� 20．0�
45 ショウナンバーズ 牡6鹿 60 上野 翔国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋ 23：06．61� 23．5�
57 � レッドグルーヴァー 牡5芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 466＋ 23：07．34 14．1
58 クリスクリングル 牡4鹿 60 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 504＋ 23：08．47 114．8�
46 ヤマニンメダイユ 牡5鹿 60 平沢 健治土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 504＋ 63：08．93 56．0�
610
 トーセンタイガー 牡6鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B540＋ 83：13．3大差 53．8�
34 マイネルフィエスタ 牡4芦 62 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 502± 0 （競走中止） 7．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，782，200円 複勝： 21，535，600円 枠連： 9，360，200円
馬連： 34，869，500円 馬単： 21，952，400円 ワイド： 18，711，200円
3連複： 48，393，900円 3連単： 73，614，400円 計： 244，219，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 440円 � 160円 枠 連（1－7） 2，610円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 310円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 20，930円

票 数

単勝票数 計 157822 的中 � 50050（1番人気）
複勝票数 計 215356 的中 � 55319（1番人気）� 8371（7番人気）� 36007（2番人気）
枠連票数 計 93602 的中 （1－7） 2774（11番人気）
馬連票数 計 348695 的中 �� 8492（12番人気）
馬単票数 計 219524 的中 �� 3402（17番人気）
ワイド票数 計 187112 的中 �� 3487（14番人気）�� 17867（1番人気）�� 3565（13番人気）
3連複票数 計 483939 的中 ��� 10165（6番人気）
3連単票数 計 736144 的中 ��� 2549（47番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．11．12 東京3着

2009．3．6生 牡5黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 障害：3戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 マイネルフィエスタ号は，2周目4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〕 クリスクリングル号の調教師大江原哲は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 フサイチアソート号・ボストンプラチナ号・ミヤコデラックス号

22026 8月9日 曇 重 （26新潟2）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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

46 ヴァールハイト 牝3黒鹿54 岩田 康誠有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450－ 21：53．0 4．3�
22 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 468－121：53．1� 106．8�
34 ヒ ム カ 牝3栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 496± 01：53．73� 12．1�
58 アネラノヘア 牝3鹿 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480± 01：54．01� 3．2�
815 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 438＋ 4 〃 クビ 8．2�
713 リースリング 牝3栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 442＋ 61：54．1� 11．2	
712 パ ラ ド ー ロ 牝3栗 54 柴田 大知 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 410± 01：54．31� 27．2�
11 メイプルチャンス 牝3栗 54 吉田 豊節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 430± 0 〃 アタマ 25．6�
610 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B448－ 21：54．51� 14．8
47 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 柴田 善臣
湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 434－ 61：54．6クビ 29．7�
35 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 内田 博幸 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444± 01：54．81� 18．2�
814 ベネフィット 牝3鹿 54 M．エスポジート H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 81：55．86 10．3�
（伊）

611 モーレアモーレ 牝3栗 54 的場 勇人
辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 464＋ 41：55．9� 16．5�
23 キ タ ハ ナ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真北村 和哉氏 奥平 雅士 青森 北村牧場 444－101：58．6大差 186．6�
59 コウジンシュリー 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋141：59．13 56．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，479，800円 複勝： 39，028，500円 枠連： 13，932，100円
馬連： 47，025，100円 馬単： 27，233，100円 ワイド： 24，521，900円
3連複： 62，379，500円 3連単： 84，777，800円 計： 319，377，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 2，770円 � 380円 枠 連（2－4） 12，280円

馬 連 �� 32，590円 馬 単 �� 45，790円

ワ イ ド �� 9，300円 �� 810円 �� 13，580円

3 連 複 ��� 74，490円 3 連 単 ��� 412，500円

票 数

単勝票数 計 204798 的中 � 37992（2番人気）
複勝票数 計 390285 的中 � 67482（2番人気）� 2915（14番人気）� 25481（8番人気）
枠連票数 計 139321 的中 （2－4） 879（29番人気）
馬連票数 計 470251 的中 �� 1118（67番人気）
馬単票数 計 272331 的中 �� 446（121番人気）
ワイド票数 計 245219 的中 �� 660（70番人気）�� 8269（4番人気）�� 451（75番人気）
3連複票数 計 623795 的中 ��� 628（187番人気）
3連単票数 計 847778 的中 ��� 149（1063番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―13．1―12．6―12．5―13．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―50．1―1：02．7―1：15．2―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
9，6（2，8）5（3，10，15）4（12，14）（7，13）1－11・（9，6）（2，8）（4，5，10，15）（3，12，14）7（1，13）11

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

勝馬の
紹 介

ヴァールハイト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．11．30 中山12着

2011．2．8生 牝3黒鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 7戦1勝 賞金 7，590，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタハナ号・コウジンシュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月9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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アヴェクトワ号・ギンマクノヒロイン号・ダイオプサイド号・ミヤビソーダライト号
※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。

第２回 新潟競馬 第３日



22027 8月9日 曇 重 （26新潟2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15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

815 ダイメイリシャール 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 482＋ 41：11．6 20．2�

34 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 486＋ 4 〃 アタマ 40．9�
611 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿56 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 498－ 41：11．81 10．9�
23 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 504－ 61：12．12 3．5�
59 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456－ 6 〃 クビ 3．2�
47 トウカイリーブル 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B468－ 21：12．31� 11．1	
713 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 杉原 誠人吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 494＋ 21：12．51 13．9

11 ミシェルメモリアル 牝3鹿 54 北村 宏司山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 444－ 61：12．6� 17．7�
22 プリンセスキラリン 牝3青 54

51 ▲木幡 初也�髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 446－ 21：13．34 20．7�
46 ジャズコンボ 牡3栗 56 西田雄一郎礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 446－ 2 〃 クビ 226．2
610 ガ ス タ ー 牝3鹿 54 大野 拓弥渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 446－ 6 〃 ハナ 24．4�
35 セイユウパワー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 B452± 01：13．4� 41．7�
712 ハ ブ ー ブ �3芦 56 宮崎 北斗 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 466＋ 21：13．5クビ 22．0�
58 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 500± 01：14．24 9．1�
814 クリールバッカス 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B526＋ 21：16．0大差 191．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，416，300円 複勝： 37，350，700円 枠連： 12，569，100円
馬連： 46，685，400円 馬単： 28，431，200円 ワイド： 24，659，500円
3連複： 56，993，700円 3連単： 83，006，400円 計： 310，112，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 700円 � 1，400円 � 420円 枠 連（3－8） 15，410円

馬 連 �� 41，160円 馬 単 �� 78，680円

ワ イ ド �� 11，430円 �� 4，250円 �� 6，820円

3 連 複 ��� 125，350円 3 連 単 ��� 1，179，990円

票 数

単勝票数 計 204163 的中 � 8050（8番人気）
複勝票数 計 373507 的中 � 13914（9番人気）� 6585（12番人気）� 25603（5番人気）
枠連票数 計 125691 的中 （3－8） 632（32番人気）
馬連票数 計 466854 的中 �� 879（71番人気）
馬単票数 計 284312 的中 �� 271（144番人気）
ワイド票数 計 246595 的中 �� 554（74番人気）�� 1506（43番人気）�� 933（58番人気）
3連複票数 計 569937 的中 ��� 341（225番人気）
3連単票数 計 830064 的中 ��� 51（1626番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイリシャール �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．8．31 新潟5着

2011．5．2生 牡3栗 母 ベルモントリボン 母母 ヒロノリボン 12戦1勝 賞金 9，090，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリールバッカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月9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 アロージェネシス号・シャイニーピューマ号

22028 8月9日 曇 稍重 （26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45分（番組第1競走を順序変更） （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

811 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 464＋ 63：07．1 2．9�
810 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B472－103：08．69 3．0�
22 ドクタールキア 牝4鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 456＋ 63：09．45 5．1�
33 � オ マ モ リ 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 444－ 43：10．89 12．0�
55 ニシノジャブラニ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 484± 03：11．54 6．9�
11 モ ン モ ン 牡4鹿 60 鈴木 慶太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 494± 03：12．35 67．8�
66 � リネンハウス 牡5栗 60 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 512＋ 23：13．04 16．2	
78 サトノマーキュリー 牡4黒鹿60 上野 翔里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 484＋ 43：14．610 22．9

79 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 484± 03：14．81� 69．3�
67 � アストロフォンテン 牡5鹿 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 470± 03：15．75 104．5
44 デ イ ラ イ ト 牡3鹿 58 山本 康志窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B470－ 63：17．9大差 40．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，992，600円 複勝： 16，434，700円 枠連： 11，050，600円
馬連： 28，889，200円 馬単： 21，023，600円 ワイド： 13，724，600円
3連複： 36，724，600円 3連単： 75，284，500円 計： 218，124，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（8－8） 400円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，710円

票 数

単勝票数 計 149926 的中 � 40364（1番人気）
複勝票数 計 164347 的中 � 40989（1番人気）� 33832（2番人気）� 26737（3番人気）
枠連票数 計 110506 的中 （8－8） 21385（2番人気）
馬連票数 計 288892 的中 �� 61641（1番人気）
馬単票数 計 210236 的中 �� 22068（2番人気）
ワイド票数 計 137246 的中 �� 25626（1番人気）�� 11582（2番人気）�� 11188（3番人気）
3連複票数 計 367246 的中 ��� 50711（1番人気）
3連単票数 計 752845 的中 ��� 31789（1番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 49．3－3F 36．7

コーナー
通過順位

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホッコーゼニト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2011．11．27 京都5着

2009．4．28生 牡5鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 障害：3戦1勝 賞金 10，600，000円
〔発走状況〕 デイライト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 デイライト号は，発走調教再審査。



22029 8月9日 曇 稍重 （26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35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

36 ダノンリバティ 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498 ―1：49．6 2．0�
612 スモーキーナイト 牝2鹿 54 石橋 脩市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 9．6�
11 エ ミ ネ ス ク 牡2栗 54 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム B474 ―1：50．23� 81．4�
611 トーホウスペンサー 牡2黒鹿54 M．エスポジート 東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 456 ―1：50．52 5．5�

（伊）

59 プルメリアスター 牝2鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 410 ― 〃 ハナ 30．7	
35 ワトソンクリック 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 494 ―1：50．82 186．2

816 ゴールデンハープ 牝2栗 54 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―1：51．11� 20．5�
48 ニシノハッスル 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 492 ―1：51．31� 17．2�
815 ヤマカツボーイ 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444 ―1：51．4クビ 23．3
713 マイネルインプレス 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 432 ―1：51．61� 73．3�
24 ドクターミルズ 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 450 ― 〃 ハナ 125．8�
714 モントレーベイ 牡2芦 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 460 ―1：51．81� 13．9�
12 ヨイチナデシコ 牝2鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 484 ―1：52．12 55．0�
23 ガルフスター 牝2黒鹿54 大野 拓弥谷掛 龍夫氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：52．2� 94．3�
510 クインズマルシアノ 牡2鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 486 ―1：52．62� 57．5�
47 レトロクラシック 牝2黒鹿54 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 474 ―1：52．7� 11．0�
817 ナカヤマレジェンド 牡2黒鹿54 柴田 善臣和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 470 ―1：53．01� 25．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 29，470，200円 複勝： 38，112，800円 枠連： 18，308，400円
馬連： 50，436，000円 馬単： 31，827，000円 ワイド： 25，298，800円
3連複： 59，501，600円 3連単： 91，532，600円 計： 344，487，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 210円 � 1，300円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，830円 �� 11，080円

3 連 複 ��� 32，450円 3 連 単 ��� 80，630円

票 数

単勝票数 計 294702 的中 � 117134（1番人気）
複勝票数 計 381128 的中 � 125572（1番人気）� 42108（3番人気）� 4560（14番人気）
枠連票数 計 183084 的中 （3－6） 30570（1番人気）
馬連票数 計 504360 的中 �� 44719（2番人気）
馬単票数 計 318270 的中 �� 20216（2番人気）
ワイド票数 計 252988 的中 �� 18555（2番人気）�� 1596（43番人気）�� 545（83番人気）
3連複票数 計 595016 的中 ��� 1375（98番人気）
3連単票数 計 915326 的中 ��� 823（233番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．2―12．6―12．5―12．2―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．3―50．9―1：03．4―1：15．6―1：27．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンリバティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2012．2．29生 牡2鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルインプレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ドクターミルズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

22030 8月9日 曇 稍重 （26新潟2）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時05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

611 バ リ ア ー モ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 430 ―1：24．7 5．0�
510� ストリートオベロン 牡2黒鹿54 岩田 康誠門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 448 ― 〃 クビ 4．3�
23 ヤマタケマツリ 牝2鹿 54 田中 勝春山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：24．91� 15．4�
715 エターナルスカイ 牝2鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428 ― 〃 クビ 4．5�
714 レッドラヴァルス 牝2黒鹿54 江田 照男 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 416 ―1：25．11� 30．0	
818 シグナルアロー 牡2鹿 54 内田 博幸榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 456 ―1：25．2	 9．9

11 トラストルシファー 牝2鹿 54 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 460 ―1：25．51
 8．7�
612 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 416 ―1：25．6
 43．1�
35 アウトリーチ 牡2黒鹿54 的場 勇人石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 442 ―1：25．7	 134．8
817 マイネルヴェッケン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 464 ―1：25．8	 16．5�
12 パーソナルホウセキ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 菅原 泰夫 新冠 辻 和明 400 ― 〃 クビ 63．4�
24 テイエムソラトブ 牡2栗 54 川島 信二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 438 ―1：25．9	 190．7�
59 ロゼスピリッツ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 436 ―1：26．21
 94．0�
713 ユ ウ ユ ウ 牝2栗 54 M．エスポジート 中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440 ― 〃 アタマ 17．2�

（伊）

48 マリーズラン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 464 ―1：26．41	 131．5�
816 アポロフライ 牝2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 450 ―1：26．61� 36．6�
36 アドニスステラ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 須崎牧場 432 ―1：26．91
 38．9�
47 ナデシコチョウサン 牝2青鹿54 戸崎 圭太�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 408 ―1：27．64 19．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，441，900円 複勝： 29，762，300円 枠連： 15，904，300円
馬連： 48，429，300円 馬単： 24，662，800円 ワイド： 23，119，900円
3連複： 55，176，700円 3連単： 79，460，600円 計： 298，957，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 180円 � 300円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，620円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 23，310円

票 数

単勝票数 計 224419 的中 � 35347（3番人気）
複勝票数 計 297623 的中 � 35791（3番人気）� 50342（1番人気）� 22195（6番人気）
枠連票数 計 159043 的中 （5－6） 11332（4番人気）
馬連票数 計 484293 的中 �� 29675（2番人気）
馬単票数 計 246628 的中 �� 7469（4番人気）
ワイド票数 計 231199 的中 �� 12922（2番人気）�� 3503（18番人気）�� 4950（9番人気）
3連複票数 計 551767 的中 ��� 7423（10番人気）
3連単票数 計 794606 的中 ��� 2471（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．4―12．6―12．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．8―49．4―1：01．7―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．3
3 10，11（3，15）（5，16）（4，18）（14，17）（1，8，12，13）2，7，6，9 4 ・（10，11）（3，15）（18，16）5（4，14，17）（1，8，12，13）－2－7（9，6）

勝馬の
紹 介

バ リ ア ー モ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2012．3．26生 牝2黒鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 トーセンビーライン号・バトルトリープ号・パラダイスガーデン号・バルブランシュ号
※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。



22031 8月9日 曇 稍重 （26新潟2）第3日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

510 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 M．エスポジート 福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 478－ 6 56．0 7．9�
（伊）

48 クライフォージョイ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 508± 0 〃 ハナ 5．9�

817 ウインエレメント 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 2 〃 ハナ 2．6�
24 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454± 0 〃 アタマ 11．8�
11 トキノスターライト 牝3栗 54 平野 優田中 準市氏 奥村 武 新冠 川上牧場 B456－ 4 56．1� 19．9�
36 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 4 56．2� 8．0	
714 ヤマニントレフル 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 426－ 4 56．3クビ 60．8

713 チアフルミイチャン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太内藤 好江氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 470＋20 56．4� 62．3�
611 クリノハッチャン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 452－ 6 56．5クビ 16．7�
818 ナイトアンドデイ 牝3鹿 54 柴田 大知ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 434＋ 2 〃 アタマ 14．6�
59 ナ リ ノ サ チ 牝3青鹿 54

51 ▲原田 和真成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 432＋ 8 〃 クビ 88．7�
715 ユメノナカヘ 牝3青鹿54 西田雄一郎ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 456＋24 56．71� 44．8�
35 サクラスマート 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488－ 2 〃 クビ 23．3�
816 アイケーゴーウィン 牝3青鹿54 松山 弘平池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430± 0 56．8� 153．6�
23 スイートルイーズ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 432－ 6 〃 クビ 14．6�
612 スイートジョジョ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 434＋ 2 57．01� 139．1�
47 ガーネットアイ 牝3鹿 54 二本柳 壮ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 382＋ 4 57．74 153．3�

（17頭）
12 カ ザ ハ ナ 牝3鹿 54 吉田 豊荒井 壽明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 444＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，676，700円 複勝： 35，458，500円 枠連： 20，046，100円
馬連： 62，398，300円 馬単： 33，602，100円 ワイド： 30，106，100円
3連複： 76，685，200円 3連単： 114，654，700円 計： 397，627，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 180円 � 140円 枠 連（4－5） 2，270円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 870円 �� 460円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 20，770円

票 数

単勝票数 差引計 246767（返還計 1059） 的中 � 24913（3番人気）
複勝票数 差引計 354585（返還計 1452） 的中 � 36189（3番人気）� 46563（2番人気）� 82635（1番人気）
枠連票数 差引計 200461（返還計 167） 的中 （4－5） 6824（11番人気）
馬連票数 差引計 623983（返還計 7015） 的中 �� 19132（9番人気）
馬単票数 差引計 336021（返還計 3811） 的中 �� 4297（16番人気）
ワイド票数 差引計 301061（返還計 3809） 的中 �� 8403（9番人気）�� 17366（1番人気）�� 16364（2番人気）
3連複票数 差引計 766852（返還計 12648） 的中 ��� 23429（2番人気）
3連単票数 差引計1146547（返還計 19341） 的中 ��� 4001（34番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．1―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―33．3―44．0

上り4F44．0－3F33．8
勝馬の
紹 介

ヨザクラオシチ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．9．7 中山4着

2011．3．16生 牝3栗 母 ベリンベルノ 母母 モ ン チ ッ チ 9戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走除外〕 カザハナ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トキノスターライト号の騎手平野優は，決勝線手前での御法（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キョウエイダルク号・ダイアペイソン号
※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。

22032 8月9日 曇 重 （26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05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

610 アドマイヤダリヤ 牡3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 540－ 21：52．2 8．3�
611 グラスワイルド �3栗 54 吉田 豊半沢� 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 81：53．05 16．0�
23 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 488＋12 〃 クビ 13．8�

（伊）

815 マドリードカフェ 牡3黒鹿54 大野 拓弥 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン
ズファーム 508－ 8 〃 アタマ 4．3�

35 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 466＋161：53．21	 55．5�
46 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二	レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474＋ 8 〃 ハナ 42．7

58 イルポスティーノ �5栗 57 西田雄一郎 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B498± 01：53．41 30．1�
11 ツクバホシノオー 牡3鹿 54 戸崎 圭太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 484－101：53．5
 4．1�
22 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 520＋ 61：53．92	 27．6
814 キーコレクション 牡4栗 57 内田 博幸北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 468＋121：54．43 66．5�
713� コスモキングダム 牡3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita B542－ 21：54．82	 14．7�
59 チ ャ オ 牡3芦 54 杉原 誠人 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 466－ 41：55．11
 66．0�
712 アルファアリエス 牡3鹿 54 田辺 裕信	貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 452－ 41：55．2クビ 4．2�
34 イ オ ラ ニ 牡3黒鹿54 北村 宏司 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：55．62	 27．0�
47 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 B532＋ 6 〃 アタマ 21．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，075，500円 複勝： 46，810，000円 枠連： 18，874，500円
馬連： 71，590，000円 馬単： 35，106，600円 ワイド： 32，769，100円
3連複： 77，974，500円 3連単： 122，434，400円 計： 434，634，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 320円 � 610円 � 440円 枠 連（6－6） 6，510円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 13，380円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 2，170円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 43，640円 3 連 単 ��� 197，690円

票 数

単勝票数 計 290755 的中 � 27854（4番人気）
複勝票数 計 468100 的中 � 41868（4番人気）� 18955（7番人気）� 27421（6番人気）
枠連票数 計 188745 的中 （6－6） 2246（24番人気）
馬連票数 計 715900 的中 �� 7253（27番人気）
馬単票数 計 351066 的中 �� 1967（49番人気）
ワイド票数 計 327691 的中 �� 3114（31番人気）�� 3915（22番人気）�� 2390（40番人気）
3連複票数 計 779745 的中 ��� 1340（141番人気）
3連単票数 計1224344 的中 ��� 449（627番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．9―12．7―12．9―12．5―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―23．4―35．3―48．0―1：00．9―1：13．4―1：26．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダリヤ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．26 中山1着

2011．2．15生 牡3鹿 母 クルナコーヴァ 母母 Bermuda Classic 4戦2勝 賞金 13，300，000円
〔制裁〕 ナムライッポン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 スペクトロライト号
※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。



22033 8月9日 曇 稍重 （26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800万円毎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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

813 ワキノヒビキ 牡2鹿 54 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 486＋ 61：22．3 22．6�
68 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54 柴田 善臣塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 502－ 61：22．72	 53．9�
56 コスモピーコック 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �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± 01：22．8クビ 7．1�
57 コウソクコーナー 牡2鹿 54 内田 博幸野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 4．3�
45 スペチアーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 458－ 21：22．9クビ 2．4�
710 ホワイトエレガンス 牝2芦 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 460＋ 6 〃 ハナ 7．6	
69 エリーティアラ 牝2青鹿54 江田 照男谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 468＋ 2 〃 クビ 24．9

44 ココロノママニ 牝2黒鹿54 M．エスポジート�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 420＋ 21：23．0クビ 40．9�

（伊）

22 ブラックレッグ 牡2青鹿54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 530＋ 41：23．1	 33．3�
11 クラウンノキミ 牡2黒鹿54 横山 典弘クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 468－ 21：23．31	 10．9�
33 リバークルーズ 牝2栗 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± 0 〃 クビ 51．8�
812 ラ ミ ー ロ 牡2栗 54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 456＋161：23．62 17．3�
711 ナリノネーヴェ 牝2芦 54 石橋 脩成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 394－ 21：23．91
 68．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，833，200円 複勝： 56，423，100円 枠連： 21，244，300円
馬連： 92，135，000円 馬単： 50，368，200円 ワイド： 39，942，900円
3連複： 98，465，900円 3連単： 181，558，900円 計： 581，971，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 470円 � 1，040円 � 250円 枠 連（6－8） 4，450円

馬 連 �� 37，600円 馬 単 �� 60，830円

ワ イ ド �� 7，960円 �� 1，580円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 76，760円 3 連 単 ��� 664，790円

票 数

単勝票数 計 418332 的中 � 14754（7番人気）
複勝票数 計 564231 的中 � 30535（6番人気）� 12468（11番人気）� 68344（3番人気）
枠連票数 計 212443 的中 （6－8） 3692（14番人気）
馬連票数 計 921350 的中 �� 1899（66番人気）
馬単票数 計 503682 的中 �� 621（116番人気）
ワイド票数 計 399429 的中 �� 1275（67番人気）�� 6649（16番人気）�� 2225（47番人気）
3連複票数 計 984659 的中 ��� 962（171番人気）
3連単票数 計1815589 的中 ��� 198（1194番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．4―11．9―12．1―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．1―34．5―46．4―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノヒビキ �
�
父 オンファイア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．7 東京14着

2012．3．19生 牡2鹿 母 ワキノバクシン 母母 メイショウフレスコ 3戦2勝 賞金 20，287，000円
※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。

22034 8月9日 曇 稍重 （26新潟2）第3日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

33 タイセイドリーム 牡4鹿 57 M．エスポジート 田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522－ 62：14．1 12．6�
（伊）

55 フェデラルホール 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：14．2� 8．7�
44 ダービーフィズ 牡4栗 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 アタマ 5．3�
11 ビームライフル 牡5青鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 472－ 42：14．3� 32．2�
66 エイダイポイント 牡6芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 456± 02：14．4� 43．0�
22 	 アンバサドゥール 牡5鹿 57 柴田 善臣伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458－ 2 〃 ハナ 63．5	
79 
 アウォーディー 牡4鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 508＋ 22：14．61� 2．4

810 ヘルデンテノール 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 02：14．81� 40．7�
67 ペプチドアマゾン 牡4鹿 57 岩田 康誠沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 480－ 22：14．9� 3．8�
78 アースステップ 牡7鹿 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 532＋ 62：15．64 26．9
811 タイキプレミアム 牡5鹿 57 田辺 裕信�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474± 02：15．92 15．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，647，300円 複勝： 72，274，600円 枠連： 20，164，400円
馬連： 125，291，000円 馬単： 63，089，400円 ワイド： 48，478，300円
3連複： 133，553，700円 3連単： 260，074，200円 計： 766，572，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 240円 � 200円 枠 連（3－5） 4，780円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 900円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 44，820円

票 数

単勝票数 計 436473 的中 � 27652（5番人気）
複勝票数 計 722746 的中 � 52812（5番人気）� 77750（4番人気）� 103470（3番人気）
枠連票数 計 201644 的中 （3－5） 3268（17番人気）
馬連票数 計1252910 的中 �� 24665（14番人気）
馬単票数 計 630894 的中 �� 5370（30番人気）
ワイド票数 計 484783 的中 �� 9854（13番人気）�� 13813（10番人気）�� 17163（8番人気）
3連複票数 計1335537 的中 ��� 18444（19番人気）
3連単票数 計2600742 的中 ��� 4206（142番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―11．7―13．3―14．1―12．6―11．8―11．7―11．6―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�
13．2―24．3―36．0―49．3―1：03．4―1：16．0―1：27．8―1：39．5―1：51．1―2：02．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡4鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 23戦4勝 賞金 78，800，000円
※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。



22035 8月9日 曇 重 （26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 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

814� エイシンゴージャス 牝3鹿 52 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 546＋181：10．0 2．9�

815 マルヴァーンヒルズ 牡4鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526± 01：10．31	 3．5�

35 � インディーズゲーム 牡6鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust 472＋ 41：10．72
 8．9�

34 � ルチャドルアスール �5黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 502＋101：10．8
 38．0�
712 ナリタシーズン 牡7栗 57 川島 信二�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 506－ 4 〃 ハナ 28．2�
58 タガノミューチャン 牝4鹿 55 北村 宏司八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 21：10．9クビ 24．2	
23 フォルテリコルド 牡5鹿 57 吉田 豊 
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 538± 0 〃 クビ 207．5�
713 ヤマノサファイア 牡6栗 57 戸崎 圭太澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 442－ 41：11．0クビ 33．1�
46 タマブラックホール 牡5黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 514＋ 61：11．1
 20．9
47 ホクセツキングオー 牡7鹿 57 岩田 康誠平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 500－ 8 〃 ハナ 27．0�
610 ゲンパチメジャー 牡5栗 57 内田 博幸平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 500＋ 81：11．2	 30．8�
22 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 大野 拓弥古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 526－ 41：11．51	 10．0�
11 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 熊沢 重文川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 474＋16 〃 アタマ 207．5�
59 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 柴田 善臣西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 510＋101：11．6
 6．8�
611 メイショウゾンビ 牡5鹿 57 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488－ 21：12．02
 77．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，884，500円 複勝： 119，372，000円 枠連： 65，375，300円
馬連： 255，238，200円 馬単： 125，902，800円 ワイド： 102，325，500円
3連複： 329，533，400円 3連単： 594，581，000円 計： 1，665，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 150円 � 210円 枠 連（8－8） 570円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 250円 �� 730円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 728845 的中 � 197042（1番人気）
複勝票数 計1193720 的中 � 206875（2番人気）� 221022（1番人気）� 126499（5番人気）
枠連票数 計 653753 的中 （8－8） 87782（2番人気）
馬連票数 計2552382 的中 �� 335505（1番人気）
馬単票数 計1259028 的中 �� 100531（1番人気）
ワイド票数 計1023255 的中 �� 118429（1番人気）�� 32826（9番人気）�� 37478（7番人気）
3連複票数 計3295334 的中 ��� 124071（3番人気）
3連単票数 計5945810 的中 ��� 78510（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．3―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．9―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンゴージャス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2014．3．8 阪神1着

2011．1．28生 牝3鹿 母 Hot Storm 母母 Forgotten Secret 5戦4勝 賞金 48，293，000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。
（非当選馬） 6頭 アサティスボーイ号・オースミイージー号・サザンブレイズ号・ラピダメンテ号・レッドヴァンクール号・

ローレンルーナ号

22036 8月9日 曇 稍重 （26新潟2）第3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 7，300，000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
1：44．6
1：43．9

良
良

78 デルカイザー 牡3黒鹿54 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋121：51．1 3．8�
55 � レインボーラヴラヴ 牝3青鹿52 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 444± 01：51．2� 7．4�
811 ラテラルアーク 牡3栗 54 岩田 康誠 �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＋ 6 〃 ハナ 6．7�
44 チャンピオンルパン 牡3鹿 54 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 482＋ 81：51．3� 4．2�
79 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 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 444± 01：51．4� 6．4	

（伊）

22 ベルゲンクライ 牡4芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 8．5


67 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55
52 ▲伴 啓太�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：51．5� 56．5�

11 サトノスティング 牡3青鹿54 横山 典弘里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B444－ 2 〃 クビ 16．7�
810 ファーストオーサー 牡3黒鹿54 石橋 脩石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 474＋ 81：51．81� 41．5
66 � ホクレアポパイ 	5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422± 01：51．9クビ 152．7�
33 ノーブルプラネット 牡3青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋ 21：52．11 10．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，776，800円 複勝： 73，832，900円 枠連： 29，021，400円
馬連： 134，956，300円 馬単： 75，228，100円 ワイド： 59，358，100円
3連複： 154，877，100円 3連単： 322，683，700円 計： 904，734，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 240円 � 230円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 547768 的中 � 113669（1番人気）
複勝票数 計 738329 的中 � 153113（1番人気）� 71401（6番人気）� 76634（5番人気）
枠連票数 計 290214 的中 （5－7） 21998（3番人気）
馬連票数 計1349563 的中 �� 74662（4番人気）
馬単票数 計 752281 的中 �� 22140（5番人気）
ワイド票数 計 593581 的中 �� 29125（4番人気）�� 28508（5番人気）�� 15769（16番人気）
3連複票数 計1548771 的中 ��� 35747（10番人気）
3連単票数 計3226837 的中 ��� 15001（35番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―12．9―13．4―13．5―12．8―11．4―10．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．5―51．9―1：05．4―1：18．2―1：29．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F32．9
3 5，8（1，10）（3，9）2（7，11）4，6 4 5（8，10）1（3，9）2（7，11）（4，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．16 東京3着

2011．2．7生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 8戦2勝 賞金 20，149，000円
※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。



（26新潟2）第3日 8月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 172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

207，360，000円
2，080，000円
8，340，000円
1，230，000円
18，580，000円
63，888，500円
5，927，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
390，477，000円
586，395，700円
255，850，700円
997，943，300円
538，427，300円
443，015，900円
1，190，259，800円
2，083，663，200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 6，486，032，900円

総入場人員 8，646名 （有料入場人員 7，099名）
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