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22061 8月17日 雨 稍重 （26新潟2）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

23 デュアルメジャー 牡2青鹿54 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 456＋141：23．3 2．3�
47 ミュゼメルノワール 牡2芦 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 3．2�
12 エンクエントロス 牡2鹿 54 M．エスポジート スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 472－ 21：23．61� 44．7�

（伊）

510 セラフィーナ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B422＋ 2 〃 アタマ 297．7�
11 コスモカンプ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 484± 01：23．7� 18．2�
713 サンクタリリアス 牝2芦 54 蛯名 正義�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 460＋10 〃 クビ 5．9	
24 チャーミングマオ 牝2鹿 54 田中 勝春森口
一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 400＋ 21：23．8� 33．7�
36 ワタシダイナマイト 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 446－ 21：24．01	 43．6�
714 ショウナンライコウ 牡2鹿 54 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 486＋101：24．1クビ 12．7
35 カラマンシー 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 410－ 21：24．52� 264．9�
48 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 390－ 81：24．6� 121．3�
611 サークルワルツ 牝2黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 458－101：24．7� 31．4�
59 ルグランパントル 牡2鹿 54 岩田 康誠 �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 462＋ 21：25．01� 22．6�
816 ブラックロータス 牝2黒鹿54 杉原 誠人吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 三石ファーム 440－ 2 〃 アタマ 243．6�
715 ルーヴルヴォイス 牝2栗 54 吉田 豊 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 430－ 41：25．21 105．6�
818 アップリズム 牝2鹿 54 国分 優作西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 442＋ 41：25．3� 154．2�
612 スリーワイズ 牡2栗 54

51 ▲原田 和真永井商事� 伊藤 圭三 様似 様似共栄牧場 438± 01：27．2大差 291．3�
817 スーパーフレア 牝2鹿 54 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 418± 01：27．41� 69．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，174，600円 複勝： 37，412，100円 枠連： 17，142，700円
馬連： 56，817，400円 馬単： 37，176，300円 ワイド： 28，299，400円
3連複： 73，683，300円 3連単： 115，547，200円 計： 395，253，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 620円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，420円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 291746 的中 � 101385（1番人気）
複勝票数 計 374121 的中 � 113683（1番人気）� 67230（2番人気）� 8995（10番人気）
枠連票数 計 171427 的中 （2－4） 26913（2番人気）
馬連票数 計 568174 的中 �� 91008（1番人気）
馬単票数 計 371763 的中 �� 35377（1番人気）
ワイド票数 計 282994 的中 �� 34355（1番人気）�� 4635（15番人気）�� 2798（27番人気）
3連複票数 計 736833 的中 ��� 10116（16番人気）
3連単票数 計1155472 的中 ��� 6598（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．2―59．4―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 ・（3，7）2，8（6，9）10（11，13）4（16，14）（1，18，12）（15，17）5 4 ・（3，7）2，8（6，9）（10，13）（4，11）14，16（1，18，12）15（5，17）

勝馬の
紹 介

デュアルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．2．24生 牡2青鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーフレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17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。
（非抽選馬） 1頭 アラビアンローズ号
※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。

22062 8月17日 雨 不良 （26新潟2）第6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

22 ソアリングホーク 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 482－ 41：12．2 4．8�
59 メイズバースデー 牝3栗 54 江田 照男吉川 潤氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 442± 0 〃 クビ 111．3�
611 イミラカチャ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－ 41：12．73 3．3�
814 ラズライトブルー 牝3鹿 54 吉田 豊 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 432＋ 41：12．8� 8．2�
46 ア ン ク ト 牝3黒鹿54 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム 460＋12 〃 アタマ 6．8�
23 ドルチェメンテ 牝3鹿 54 伊藤 工真村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464± 01：12．9クビ 27．4	
712 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 西田雄一郎キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 B454＋ 81：13．11� 18．7

58 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54 的場 勇人�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 B500＋ 41：13．31� 12．3�
11 ローエンイェーガー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 516＋10 〃 クビ 136．6
47 アロージェネシス 牡3黒鹿56 M．エスポジート �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 480－ 81：13．4クビ 9．6�

（伊）

35 ショッキングコート 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B498± 0 〃 クビ 40．6�
610 リネンハピネス 牝3栗 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 448＋ 21：13．72 60．9�
34 エクセレントミノル 牡3鹿 56 菱田 裕二吉岡 實氏 尾形 和幸 新ひだか フジワラフアーム B484＋101：13．91� 54．0�
815 シャイニーピューマ 牡3鹿 56 大野 拓弥小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 B448＋ 21：14．11	 102．9�
713 クイックデピュティ 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 B466± 0 〃 アタマ 8．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，240，600円 複勝： 27，420，300円 枠連： 15，223，600円
馬連： 51，284，200円 馬単： 29，017，300円 ワイド： 23，725，400円
3連複： 62，986，500円 3連単： 90，820，000円 計： 318，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 1，420円 � 160円 枠 連（2－5） 3，090円

馬 連 �� 29，550円 馬 単 �� 53，340円

ワ イ ド �� 6，370円 �� 400円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 27，130円 3 連 単 ��� 247，530円

票 数

単勝票数 計 182406 的中 � 29951（2番人気）
複勝票数 計 274203 的中 � 38112（2番人気）� 3518（13番人気）� 55520（1番人気）
枠連票数 計 152236 的中 （2－5） 3814（13番人気）
馬連票数 計 512842 的中 �� 1345（56番人気）
馬単票数 計 290173 的中 �� 408（106番人気）
ワイド票数 計 237254 的中 �� 895（54番人気）�� 16969（2番人気）�� 1197（46番人気）
3連複票数 計 629865 的中 ��� 1741（85番人気）
3連単票数 計 908200 的中 ��� 266（643番人気）

ハロンタイム 11．8―11．2―11．4―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―23．0―34．4―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソアリングホーク �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 More Than Ready デビュー 2013．12．21 中山6着

2011．4．8生 牡3鹿 母 ワンダフルドーラ 母母 Black Waterlily 3戦1勝 賞金 5，060，000円
〔制裁〕 アロージェネシス号の騎手M．エスポジートは，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・

11番）
※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６日



22063 8月17日 雨 不良 （26新潟2）第6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

712 ア ク シ ア 牡3栗 56 蛯名 正義山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B468＋ 21：52．9 2．1�
35 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＋ 21：53．11� 14．6�
34 ゴールドリーガル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 458－ 21：53．31 11．6�
814 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 482＋ 4 〃 ハナ 11．7�
11 キタサンダイチ 牡3青鹿56 岩田 康誠�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 458－ 41：53．51� 11．1�
23 キングランベリ 牡3鹿 56 大野 拓弥村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 512＋ 41：54．03 14．0	
815 キングラナキラ 牡3鹿 56 田辺 裕信桑畑 
信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 504± 01：54．1クビ 4．0�
58 キネオブレイブ �3栗 56 西田雄一郎吉田 千津氏 松永 康利 安平 追分ファーム 444± 01：54．63 47．8�
611 ダイオプサイド 牝3栗 54 武士沢友治平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 480－ 21：55．13 102．4
713 サトノバイタル 牡3栗 56

53 ▲原田 和真里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 502± 0 〃 クビ 216．5�
47 キープシャイニング 牡3鹿 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 高木 登 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：55．2クビ 34．7�
46 グロリアストレイル 牡3栗 56 北村 宏司有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：55．41� 16．5�
59 マイネルボランタス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 村上牧場 440＋121：55．5� 86．5�
610 ブリリアントミノル 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太吉岡 實氏 尾形 充弘 新ひだか フジワラフアーム 460－101：55．6クビ 229．1�
22 スノータイフーン 牝3芦 54 平野 優神林 幸一氏 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社

松田牧場 476＋ 21：55．92 286．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，123，100円 複勝： 36，691，000円 枠連： 18，615，400円
馬連： 55，910，400円 馬単： 37，138，800円 ワイド： 28，223，700円
3連複： 69，094，300円 3連単： 111，714，400円 計： 382，511，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 280円 � 240円 枠 連（3－7） 680円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 570円 �� 460円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 計 251231 的中 � 92380（1番人気）
複勝票数 計 366910 的中 � 121694（1番人気）� 24481（6番人気）� 29987（4番人気）
枠連票数 計 186154 的中 （3－7） 20940（2番人気）
馬連票数 計 559104 的中 �� 27365（6番人気）
馬単票数 計 371388 的中 �� 12876（7番人気）
ワイド票数 計 282237 的中 �� 12968（5番人気）�� 16680（3番人気）�� 2741（30番人気）
3連複票数 計 690943 的中 ��� 9347（19番人気）
3連単票数 計1117144 的中 ��� 4386（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．1―49．1―1：01．8―1：14．2―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ク シ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー 2013．6．30 福島5着

2011．4．18生 牡3栗 母 アプローズフラワー 母母 バ リ レ イ ン 15戦1勝 賞金 14，300，000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 イーサンアテナ号・ダノンジャガー号・ロンギングケイシー号

22064 8月17日 雨 重 （26新潟2）第6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

89 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 470－ 23：10．0 2．0�
77 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B514± 03：10．32 4．5�
55 ディープスノー 牝6鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 472± 03：10．4クビ 12．4�
33 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 526＋ 43：10．61� 5．0�
66 ニシノファブレッド 牡6鹿 60 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 492－ 23：11．02� 15．6�
22 ダムールフォンテン 牡4青鹿60 小野寺祐太吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 534＋ 63：11．63� 96．9	
44 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 23：14．3大差 17．3�
810 フレイムワンダー 牡3栗 58 上野 翔伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 23：14．4� 82．9�
11 � プラチナディスク 牝9鹿 58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 466± 03：16．010 122．2
78 イケドラゴン 牡9栗 60 石神 深一田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 544＋103：18．4大差 9．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，148，700円 複勝： 18，685，900円 枠連： 10，420，800円
馬連： 34，429，000円 馬単： 26，944，200円 ワイド： 15，361，000円
3連複： 47，338，100円 3連単： 107，956，300円 計： 280，284，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 580円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 191487 的中 � 76156（1番人気）
複勝票数 計 186859 的中 � 54488（1番人気）� 33876（2番人気）� 16791（5番人気）
枠連票数 計 104208 的中 （7－8） 26258（1番人気）
馬連票数 計 344290 的中 �� 63175（1番人気）
馬単票数 計 269442 的中 �� 27509（1番人気）
ワイド票数 計 153610 的中 �� 21082（1番人気）�� 6179（7番人気）�� 4965（12番人気）
3連複票数 計 473381 的中 ��� 24003（5番人気）
3連単票数 計1079563 的中 ��� 16279（10番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

2
�

・（1，9）（5，7）3－2－6，4，10＝8・（9，5，7）3－2－6－1，10－4＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイジーニアス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．24 京都5着

2008．3．11生 牡6黒鹿 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ 障害：7戦1勝 賞金 14，500，000円



22065 8月17日 曇 重 （26新潟2）第6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
1：45．9

良
良

69 ミッキーユニバース 牡2鹿 54 北村 宏司野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524 ―1：48．8 1．6�
34 エバーハーモニー 牡2黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：49．33 6．8�
711 マイネルフレッチャ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：49．93� 11．7�
814 ラインレジェンド 牡2栗 54 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462 ―1：50．75 47．3�
33 モエレプロシード 牡2鹿 54 石橋 脩中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 498 ―1：50．8� 117．1	
46 サンダークラウド 牡2栗 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本牧場 468 ―1：50．9クビ 25．8

610 サダムルーティン 牝2鹿 54 田中 勝春大西 定氏 田中 剛 浦河 桑田牧場 454 ―1：51．11	 79．9�
22 ワンパクチョウサン 牡2青鹿54 戸崎 圭太�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 432 ―1：51．84 14．5�
45 トウケイファルコン 牡2栗 54 宮崎 北斗木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 486 ―1：52．22� 6．5
813 ハッスルカフェ 牡2黒鹿54 内田 博幸西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：52．83� 38．7�
58 クラウンリバティー 牡2鹿 54 横山 典弘矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 498 ―1：53．12 20．6�
57 ブラウンシップ 牡2栗 54 西田雄一郎谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 482 ―1：53．2クビ 163．9�
712 ディプロイディ 牡2黒鹿54 大野 拓弥加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 534 ―1：53．94 35．8�
11 トミケンシャルゴー 牡2鹿 54 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 496 ― （競走中止） 103．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，578，300円 複勝： 39，005，000円 枠連： 16，440，700円
馬連： 57，050，300円 馬単： 42，044，500円 ワイド： 27，599，600円
3連複： 67，900，400円 3連単： 127，679，600円 計： 409，298，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 560円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 315783 的中 � 151572（1番人気）
複勝票数 計 390050 的中 � 149214（1番人気）� 51026（2番人気）� 36788（4番人気）
枠連票数 計 164407 的中 （3－6） 22658（3番人気）
馬連票数 計 570503 的中 �� 68879（2番人気）
馬単票数 計 420445 的中 �� 38645（2番人気）
ワイド票数 計 275996 的中 �� 25151（2番人気）�� 18489（3番人気）�� 7939（8番人気）
3連複票数 計 679004 的中 ��� 26745（3番人気）
3連単票数 計1276796 的中 ��� 20298（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．7―12．5―12．1―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―49．1―1：01．6―1：13．7―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーユニバース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Last Tycoon 初出走

2012．2．20生 牡2鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 トミケンシャルゴー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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〕 ディプロイディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ポトマックリバー号（疾病〔感冒〕のため）

22066 8月17日 曇 不良 （26新潟2）第6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

814 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 454 ―1：12．8 54．7�
611� ウォリアーズソウル 牡2鹿 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 508 ―1：13．01� 2．8�

59 トウショウカウント 牡2栗 54
51 ▲原田 和真トウショウ産業� 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 490 ―1：13．42� 28．8�

35 ジョーアラタ 牡2鹿 54 北村 宏司上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 484 ―1：13．61� 4．9�
47 ドリームメモリー 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 462 ―1：13．7	 9．8	
22 バルブランシュ 牡2芦 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478 ―1：13．8クビ 7．3

815 メランコリア 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 456 ―1：13．9	 89．3�
11 イヌイジェニー 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 460 ― 〃 クビ 9．9�
610 ヤマニンピエドール 牡2黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 454 ―1：14．0クビ 72．2
34 シンザンユウコク 牝2黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 426 ―1：14．31	 151．8�
58 ワールドハーモニー 牡2鹿 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468 ― 〃 クビ 106．0�
46 ジ ェ ム 牝2青鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 444 ―1：14．93� 115．9�
23 シゲルハダカマツリ 牡2鹿 54 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 506 ― 〃 クビ 6．4�
712 シ ェ ル ム 牝2黒鹿54 大野 拓弥山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 422 ―1：15．96 27．5�
713 マイネルブラスト 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 日高 本間牧場 446 ―1：16．21	 16．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，699，900円 複勝： 32，114，400円 枠連： 17，696，200円
馬連： 54，295，900円 馬単： 32，670，200円 ワイド： 25，505，300円
3連複： 63，928，900円 3連単： 96，739，900円 計： 347，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，470円 複 勝 � 1，010円 � 150円 � 830円 枠 連（6－8） 5，020円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 29，410円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 16，060円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 75，030円 3 連 単 ��� 649，410円

票 数

単勝票数 計 246999 的中 � 3612（10番人気）
複勝票数 計 321144 的中 � 6465（10番人気）� 80441（1番人気）� 8007（9番人気）
枠連票数 計 176962 的中 （6－8） 2727（18番人気）
馬連票数 計 542959 的中 �� 4475（27番人気）
馬単票数 計 326702 的中 �� 833（71番人気）
ワイド票数 計 255053 的中 �� 2064（30番人気）�� 404（84番人気）�� 2613（27番人気）
3連複票数 計 639289 的中 ��� 639（153番人気）
3連単票数 計 967399 的中 ��� 108（1074番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―13．0―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．2―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスエトワール �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2012．3．15生 牝2鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨザクラフブキ号



22067 8月17日 曇 重 （26新潟2）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

713 レイヌドネージュ 牝4鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 484＋ 41：47．9 8．1�
816 ソムニアシチー 牝4鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 450± 0 〃 クビ 6．4�
48 パシャドーラ 牝4鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512± 01：48．0� 4．2�
11 プレミアステイタス 牝3黒鹿52 内田 博幸 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 466－101：48．31� 13．5�
36 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 492＋26 〃 ハナ 8．7	
12 ツクバアスナロ 牝3鹿 52 吉田 豊荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－141：48．4� 13．9

715 スイートクラウン 牝4栗 55 大野 拓弥谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B496＋16 〃 クビ 123．2�
611 ハーモニーフェア 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：48．61	 51．9�
817 ムードスウィングス 牝3黒鹿52 M．エスポジート �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：48．7� 5．0
（伊）

24 ミラクルアスク 牝4鹿 55 田辺 裕信廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 446＋161：48．8� 17．5�
47 ティックルゴールド 牝3鹿 52 藤岡 康太有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 0 〃 クビ 18．2�
612 サンアグライア 牝3鹿 52 江田 照男ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 454－ 21：48．9クビ 22．9�
35 チ ュ ロ 牝3黒鹿52 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 B454＋ 21：49．0� 45．1�
818
 レッドレイラ 牝4鹿 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 434＋ 2 〃 クビ 144．6�
714 スピカシチー 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 444＋ 21：49．1クビ 263．3�
510 トクラットリバー 牝4黒鹿55 太宰 啓介吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 470－ 41：49．31 100．9�
59 ニシノカザブエ 牝3黒鹿 52

49 ▲伴 啓太西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 422＋ 61：49．51� 18．2�
（17頭）

23 ローズマンブリッジ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，375，500円 複勝： 46，445，500円 枠連： 26，708，400円
馬連： 78，020，700円 馬単： 37，498，200円 ワイド： 37，582，600円
3連複： 89，215，700円 3連単： 122，754，900円 計： 466，601，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 210円 � 160円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 670円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 26，980円

票 数

単勝票数 差引計 283755（返還計 1147） 的中 � 27815（4番人気）
複勝票数 差引計 464455（返還計 1255） 的中 � 48508（4番人気）� 52841（3番人気）� 90539（1番人気）
枠連票数 差引計 267084（返還計 58） 的中 （7－8） 22463（2番人気）
馬連票数 差引計 780207（返還計 6625） 的中 �� 19766（9番人気）
馬単票数 差引計 374982（返還計 4190） 的中 �� 4814（18番人気）
ワイド票数 差引計 375826（返還計 2437） 的中 �� 7922（11番人気）�� 14377（3番人気）�� 20304（2番人気）
3連複票数 差引計 892157（返還計 12641） 的中 ��� 20321（3番人気）
3連単票数 差引計1227549（返還計 18819） 的中 ��� 3298（44番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．2―12．5―12．4―12．3―11．5―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．7―49．2―1：01．6―1：13．9―1：25．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイヌドネージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．30 中山6着

2010．3．23生 牝4鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 16戦2勝 賞金 22，780，000円
〔出走取消〕 ローズマンブリッジ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 レイヌドネージュ号の騎手横山典弘は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルーベンスクラフト号
（非抽選馬） 1頭 カナルナニ号
※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。

22068 8月17日 曇 重 （26新潟2）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 サンマルホウセキ 牝3鹿 52 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 436＋ 21：21．5 23．0�
35 コスモエルデスト 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 448＋ 61：21．82 3．6�
713 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 石橋 脩 �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 468＋ 61：21．9� 11．0�
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 474－ 81：22．0クビ 14．7�
816 アンジェリック 牝3鹿 52 横山 典弘有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 458＋141：22．21� 6．4	
24 	 ハッピーチャート 牝4芦 55 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 468＋10 〃 ハナ 223．4

23 ボブキャット 牡4鹿 57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500± 0 〃 クビ 20．3�
714 レッドファルクス 牡3芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472＋161：22．3クビ 11．5�
36 	 ラ ン ザ ン 牡5栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B476± 01：22．4� 50．8
48 テンシンランマン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486＋ 6 〃 クビ 4．3�
59 ダイワソフィー 牝3芦 52 内田 博幸大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 14．6�
510 リュクサンブール 牡3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458＋101：22．5� 30．4�
47 アラカメジョウ 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 452－ 21：22．6� 61．1�
817 ダイワミストレス 牝5黒鹿55 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 21．8�
611 トップアドバンス 牡3鹿 54 M．エスポジート 柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462＋ 61：22．8
 45．9�
（伊）

12 	 モエレベローチェ �6青 57
54 ▲原田 和真中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 498＋ 61：23．43� 84．8�

815 ドリームマークス 牡4鹿 57 吉田 豊セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 472＋ 81：24．78 33．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 35，283，200円 複勝： 55，075，400円 枠連： 31，365，700円
馬連： 99，894，200円 馬単： 46，846，700円 ワイド： 47，264，700円
3連複： 121，002，100円 3連単： 165，347，900円 計： 602，079，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 500円 � 170円 � 230円 枠 連（1－3） 3，610円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，190円 �� 820円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 73，580円

票 数

単勝票数 計 352832 的中 � 12253（10番人気）
複勝票数 計 550754 的中 � 22798（9番人気）� 98393（1番人気）� 62642（4番人気）
枠連票数 計 313657 的中 （1－3） 6730（16番人気）
馬連票数 計 998942 的中 �� 26779（9番人気）
馬単票数 計 468467 的中 �� 4436（29番人気）
ワイド票数 計 472647 的中 �� 11815（9番人気）�� 5372（29番人気）�� 15290（4番人気）
3連複票数 計1210021 的中 ��� 8775（28番人気）
3連単票数 計1653479 的中 ��� 1629（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．2―45．9―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルホウセキ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．4．4生 牝3鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 8戦2勝 賞金 17，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 コスモイノセント号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ダークアイリス号・ホットサマーデイ号
※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。



22069 8月17日 曇 重 （26新潟2）第6日 第9競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走14時35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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 �	 フ ギ ン 牝4黒鹿55 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 456＋ 41：09．4 1．5�

22 シンボリディスコ 牡4栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 474± 01：09．61
 3．6�
33 エクセレントピーク 牝6鹿 55 柴田 大知飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：10．02� 17．8�
55 アブマーシュ 牝5鹿 55 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 492± 0 〃 クビ 7．3�
44 トーセンシルエット 牝3芦 52 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 41：10．1クビ 13．2�
66 キンショーユウジャ 牡6栗 57 武士沢友治礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 500＋ 61：10．2� 46．4	
77 プロスペラスマム 牝7鹿 55 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516＋ 21：10．41
 70．3

88 	 デイジーギャル 牝4黒鹿55 伊藤 工真�大島牧場 尾形 和幸 浦河 大島牧場 448－ 21：11．03� 23．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，856，400円 複勝： 77，266，200円 枠連： 発売なし
馬連： 79，718，000円 馬単： 60，556，300円 ワイド： 29，060，400円
3連複： 80，445，100円 3連単： 284，167，600円 計： 646，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 450円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，380円

票 数

単勝票数 計 348564 的中 � 176946（1番人気）
複勝票数 計 772662 的中 � 561868（1番人気）� 73988（2番人気）� 30279（4番人気）
馬連票数 計 797180 的中 �� 257631（1番人気）
馬単票数 計 605563 的中 �� 136784（1番人気）
ワイド票数 計 290604 的中 �� 68408（1番人気）�� 21011（4番人気）�� 12775（8番人気）
3連複票数 計 804451 的中 ��� 96527（2番人気）
3連単票数 計2841676 的中 ��� 148367（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．8―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．2―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 1，3（4，8）（2，6，7）5 4 1，3（4，8）（2，6，7）5

勝馬の
紹 介

�
	
フ ギ ン 

�
父 Street Sense 

�
母父 Flying Spur

2010．8．30生 牝4黒鹿 母 Aria Pura 母母 Fortunata 8戦3勝 賞金 32，851，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 フィリラ号（疾病〔感冒〕のため）

22070 8月17日 曇 不良 （26新潟2）第6日 第10競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．10以降26．8．10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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 54 岩田 康誠有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 41：50．2 5．2�

611 アナザーバージョン 牡3鹿 54 M．エスポジート �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B484－101：50．3� 2．9�
（伊）

59 � エビスグレイト 牡4黒鹿54 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 488＋ 21：50．62 10．9�
23 スリータイタン 	5黒鹿54 田辺 裕信永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：50．81
 36．0�
46 シュガーヒル 牡5芦 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋121：51．11� 8．3	
713 オメガスパーキング 牡5鹿 56 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B486＋ 6 〃 クビ 21．4

11 サンリットレイク 牡5鹿 54 田中 勝春吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 504－ 41：51．2� 16．2�
814� テーオーフェアリー 牝5栗 50 伊藤 工真小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478－ 61：51．52 46．3�
58 ユキノスライダー 牡4栗 55 戸崎 圭太遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 450± 0 〃 ハナ 7．9
712 フォールティテール 牡3黒鹿52 伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 500＋ 41：51．6クビ 41．4�
22 ヤマタケディガー 牡8栗 53 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 470＋161：51．7� 214．3�
815 トーセンハルカゼ 牡4鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 21：51．8クビ 8．8�
47 ワイルドダラー 牡3青鹿53 江田 照男 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 488＋ 81：51．9� 19．9�
610 タガノレイヨネ 牡5栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－141：52．75 27．7�
（14頭）

35 ニシノゲンキマル 牡3栗 53 柴田 大知西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，337，400円 複勝： 71，104，200円 枠連： 36，979，600円
馬連： 151，885，200円 馬単： 71，826，700円 ワイド： 60，175，600円
3連複： 181，455，700円 3連単： 296，329，200円 計： 914，093，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 140円 � 290円 枠 連（3－6） 870円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，240円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 差引計 443374（返還計 1474） 的中 � 67765（2番人気）
複勝票数 差引計 711042（返還計 2169） 的中 � 105642（2番人気）� 157667（1番人気）� 49583（6番人気）
枠連票数 差引計 369796（返還計 457） 的中 （3－6） 32711（3番人気）
馬連票数 差引計1518852（返還計 21362） 的中 �� 120132（1番人気）
馬単票数 差引計 718267（返還計 9252） 的中 �� 23144（5番人気）
ワイド票数 差引計 601756（返還計 6785） 的中 �� 41394（1番人気）�� 11692（14番人気）�� 20527（7番人気）
3連複票数 差引計1814557（返還計 38843） 的中 ��� 34128（8番人気）
3連単票数 差引計2963292（返還計 65492） 的中 ��� 10449（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．6―12．9―12．3―12．4―12．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．0―48．9―1：01．2―1：13．6―1：26．1―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
14－9，11，3，7（1，4）－（6，8）（12，13）15，2，10
14（9，11）（3，4）7（1，15）（6，8，13）（12，2）10

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンヒーロー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神5着

2010．2．2生 牡4鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 23戦4勝 賞金 48，621，000円
〔出走取消〕 ニシノゲンキマル号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
※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 エアラーテル号・エイトプリンス号・カーマイン号・ストロングサウザー号・スナーククラウン号・

フェータルローズ号・フォンテーヌブロー号・ブライトジェム号・メイショウビリーヴ号
※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。

２レース目



22071 8月17日 曇 稍重 （26新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第49回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 665，000円 190，000円 95，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

713 ク ラ レ ン ト 牡5栗 57 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 494－ 41：32．5 10．6�
47 ダノンシャーク 牡6鹿 58 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 444± 01：32．6	 3．5�
11 サトノギャラント 牡5黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498＋ 41：32．7
 12．3�
35 エクセラントカーヴ 牝5黒鹿54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 ハナ 16．2�
24 ブレイズアトレイル 牡5芦 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：32．91� 23．1	
510 ショウナンアチーヴ 牡3黒鹿53 柴田 善臣国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋141：33．11	 25．6

48 � サンレイレーザー 牡5鹿 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 526－ 4 〃 クビ 24．3�
12 ミッキードリーム 牡7栗 57 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 21：33．2
 53．1�
815 エキストラエンド 牡5鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470＋ 21：33．41	 6．6
612 ミ ト ラ 6黒鹿56 M．エスポジート 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504± 01：33．5クビ 11．6�

（伊）

36 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 470± 01：33．81
 64．2�
611 マジェスティハーツ 牡4鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．8�
714 シャイニープリンス 牡4青鹿56 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 502＋ 61：34．22	 17．4�
817 シルクアーネスト 牡7栗 56 宮崎 北斗有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 502－ 41：34．51
 104．1�
59 タガノブルグ 牡3鹿 53 岩田 康誠八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 8 〃 アタマ 15．3�
23 ラインブラッド 牡8栗 56 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 B508－ 41：34．6
 306．4�

（16頭）
816 レオアクティブ 牡5栗 56 吉田 豊�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 194，075，600円 複勝： 289，448，800円 枠連： 176，329，300円 馬連： 806，153，300円 馬単： 345，356，100円
ワイド： 293，671，400円 3連複： 1，173，858，600円 3連単： 1，984，292，600円 5重勝： 633，450，300円 計： 5，896，636，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 160円 � 300円 枠 連（4－7） 990円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 770円 �� 2，100円 �� 910円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 39，800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����� 4，926，830円

票 数

単勝票数 計1940756 的中 � 145146（4番人気）
複勝票数 計2894488 的中 � 206461（5番人気）� 612036（1番人気）� 219932（4番人気）
枠連票数 計1763293 的中 （4－7） 137150（2番人気）
馬連票数 計8061533 的中 �� 313873（4番人気）
馬単票数 計3453561 的中 �� 54723（10番人気）
ワイド票数 計2936714 的中 �� 100569（4番人気）�� 34633（27番人気）�� 83944（5番人気）
3連複票数 計11738586 的中 ��� 125652（17番人気）
3連単票数 計19842926 的中 ��� 36137（83番人気）
5重勝票数 差引計6334503（返還計 61810） 的中 ����� 90

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．5―58．1―1：09．6―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．16 京都1着

2009．3．2生 牡5栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 22戦6勝 賞金 299，351，000円
〔出走取消〕 レオアクティブ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 エクセラントカーヴ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14

番）
※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。

22072 8月17日 曇 稍重 （26新潟2）第6日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・直線）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
53．7
53．7

良
良

714 タニセンヴォイス 牝5栗 55 戸崎 圭太染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B478－ 2 55．5 12．1�
612 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 460＋ 4 〃 クビ 14．7�
817� カ カ リ ア 牝3鹿 52 岩田 康誠加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 474－14 55．71� 8．3�
24 ヨシカワクン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B450＋ 4 〃 ハナ 5．2�
713 バトルヴェルデ 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 448－ 2 55．91 9．1�
36 シゲルオオスミ 牝3鹿 52 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 456＋10 〃 クビ 25．5�
818 スピーディユウマ 牝4青鹿55 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 56．0クビ 17．7	
11 ファンファーレ 牝3栗 52 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B474＋ 2 〃 クビ 8．4

816 デサフィナード 牝3鹿 52 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 424± 0 56．1� 148．6�
35 モエレマリーア 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 初也中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 456＋10 56．2� 72．0
23 アポロデイライト 牝3栗 52 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 468＋ 4 〃 クビ 101．3�
59 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B466＋ 6 56．3クビ 12．9�
715 アカノジュウロク 牝4鹿 55 田辺 裕信根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448± 0 56．51� 3．5�
47 ヴ ィ ス ビ ー 牝3黒鹿52 北村 宏司大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 29．1�
611 リアリティー 牝4鹿 55 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 468－ 8 56．6	 57．7�
510 アイアムネフライト 牝5栗 55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 6 56．91	 72．0�
12 � チュウワダンサー 牝5芦 55 嘉藤 貴行中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458－ 4 57．0	 322．8�
48 クラウンビション 牝4栗 55 太宰 啓介�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 478＋16 57．1クビ 209．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 76，604，500円 複勝： 101，267，300円 枠連： 74，323，400円
馬連： 221，903，900円 馬単： 107，235，300円 ワイド： 94，395，200円
3連複： 295，192，100円 3連単： 481，792，900円 計： 1，452，714，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 460円 � 400円 � 360円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 8，950円 馬 単 �� 17，540円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，860円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 27，340円 3 連 単 ��� 162，160円

票 数

単勝票数 計 766045 的中 � 50561（6番人気）
複勝票数 計1012673 的中 � 57066（8番人気）� 66096（6番人気）� 75808（4番人気）
枠連票数 計 743234 的中 （6－7） 49338（5番人気）
馬連票数 計2219039 的中 �� 19211（38番人気）
馬単票数 計1072353 的中 �� 4584（73番人気）
ワイド票数 計 943952 的中 �� 8927（34番人気）�� 13170（20番人気）�� 9480（31番人気）
3連複票数 計2951921 的中 ��� 8096（100番人気）
3連単票数 計4817929 的中 ��� 2154（550番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．7―10．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．2―43．6

上り4F43．5－3F33．0
勝馬の
紹 介

タニセンヴォイス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Affirmed デビュー 2011．8．27 新潟6着

2009．4．27生 牝5栗 母 ヴォイスフロムヘヴン 母母 Nijinsky’s Beauty 30戦2勝 賞金 43，240，000円
〔制裁〕 ファンファーレ号の騎手二本柳壮は，競走中盤での御法（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノワルツ号・グラスルノン号
（非抽選馬） 2頭 イマスグキスミー号・スノークラフト号

５レース目



（26新潟2）第6日 8月17日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重一時重
不良

競走回数 12回 出走頭数 177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

236，680，000円
8，520，000円
1，780，000円
21，380，000円
65，243，500円
5，456，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
561，497，800円
831，936，100円
441，245，800円
1，747，362，500円
874，310，600円
710，864，300円
2，326，100，800円
3，985，142，500円
633，450，300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 12，111，910，700円

総入場人員 13，804名 （有料入場人員 11，644名）
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