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22073 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7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
1：45．9

良
良

612 マイネルリード 牡2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：47．8 19．8�

36 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 杉原 誠人有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 432－ 2 〃 ハナ 22．8�
35 エッケザックス 牡2鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432－ 21：48．01� 2．8�
59 スクリーンショット 牡2栗 54 柴田 善臣桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 クビ 13．7	
713 ベ ン ガ ル 牡2鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 456＋101：48．1� 12．0

714 マ ル ス 牡2黒鹿54 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 千代田牧場 496－ 61：48．2クビ 5．0�
817 マイネルネッツ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 赤石 久夫 456－ 81：48．3� 17．6�
818 チェリーポセイドン 牡2栗 54 内田 博幸櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 444＋ 61：48．4� 4．7
816 アポロクラウド 牡2鹿 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 B468－ 61：48．61� 40．2�
11 ルチオピーピーノ 牡2黒鹿54 西田雄一郎 �静内白井牧場 南田美知雄 新ひだか 金舛 幸夫 450－ 61：48．91� 214．6�
48 ライトザライト 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 446－121：49．11� 34．7�
611 ダンスアンドボイス 牝2鹿 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 458＋ 4 〃 クビ 346．2�
715 コーリンバロック �2栗 54

51 ▲木幡 初也伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 452－ 21：49．52� 80．6�
510 ト リ ル ビ ー 牝2鹿 54 木幡 初広髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 434－ 21：49．71� 16．4�
47 ダンガンコゾウ 牡2栗 54 田中 勝春海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：49．91� 41．3�
23 ビレッジトプテム 牡2栗 54 嘉藤 貴行村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 474－ 61：50．0� 92．1�
12 タニノシェリー 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真谷水 雄三氏 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 398－101：50．1� 195．2�
24 ニシキオーカン 牡2鹿 54 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 506＋ 61：50．31� 115．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，790，600円 複勝： 29，350，900円 枠連： 14，178，200円
馬連： 40，143，100円 馬単： 24，480，500円 ワイド： 21，343，300円
3連複： 50，511，700円 3連単： 71，560，400円 計： 269，358，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 430円 � 670円 � 160円 枠 連（3－6） 3，540円

馬 連 �� 24，530円 馬 単 �� 44，240円

ワ イ ド �� 6，930円 �� 1，570円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 22，190円 3 連 単 ��� 187，970円

票 数

単勝票数 計 177906 的中 � 7188（8番人気）
複勝票数 計 293509 的中 � 15229（8番人気）� 9189（9番人気）� 65166（1番人気）
枠連票数 計 141782 的中 （3－6） 3097（13番人気）
馬連票数 計 401431 的中 �� 1268（52番人気）
馬単票数 計 244805 的中 �� 415（103番人気）
ワイド票数 計 213433 的中 �� 771（55番人気）�� 3532（16番人気）�� 4499（13番人気）
3連複票数 計 505117 的中 ��� 1707（65番人気）
3連単票数 計 715604 的中 ��� 276（518番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―12．8―12．8―12．3―11．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．7―46．3―59．1―1：11．9―1：24．2―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F35．9
3 3，7（10，17，18）（6，15）5，12（1，8）－（2，14）16－13－11（9，4） 4 3，7（6，17，18）10（5，15，12）（1，16，8）（2，14）13－11，9，4

勝馬の
紹 介

マイネルリード �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．6．7 東京7着

2012．2．7生 牡2鹿 母 コスモミール 母母 トリプルタイム 3戦1勝 賞金 5，000，000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 ウェルカミング号・ナリノパシオン号・ラッシュダンス号

22074 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7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

713 スノーレパード 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 初也 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 452± 01：11．7 4．1�
815 スローライフ 牝3栗 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 10．4�
610 ツリーチャイム 牝3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 41：11．91� 3．9�
814 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：12．11� 19．3�
59 クラウンシンホニー 牝3鹿 54 横山 典弘�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 484＋ 2 〃 ハナ 7．8�
46 マロンブーケ 牝3栗 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 478＋121：12．63 7．1	
11 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54 田辺 裕信内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：12．81� 17．2

712 ラズライトブルー 牝3鹿 54 内田 博幸 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 426－ 61：13．01� 14．3�
22 フルオブプロミス 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 アタマ 9．9
35 ナイスサンフラワー 牝3栗 54

51 ▲原田 和真井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478－ 21：13．1� 127．9�
47 メイショウベルシア 牝3鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 442＋141：13．41� 61．0�
34 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 水上 習孝 438＋ 21：13．72 192．1�
611 ビビッドフレイム 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 452－161：14．02 187．4�
58 レディゴールド 牝3青鹿54 武士沢友治片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 454＋111：14．1クビ 323．4�
23 アインクラング 牝3芦 54 蛯名 正義有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 41：14．52� 12．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，163，400円 複勝： 34，296，400円 枠連： 14，149，200円
馬連： 42，741，700円 馬単： 25，847，000円 ワイド： 21，494，900円
3連複： 53，622，700円 3連単： 74，062，000円 計： 285，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 250円 � 150円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 310円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 19，720円

票 数

単勝票数 計 191634 的中 � 37012（2番人気）
複勝票数 計 342964 的中 � 59073（2番人気）� 29110（4番人気）� 65459（1番人気）
枠連票数 計 141492 的中 （7－8） 11509（2番人気）
馬連票数 計 427417 的中 �� 11035（13番人気）
馬単票数 計 258470 的中 �� 3695（20番人気）
ワイド票数 計 214949 的中 �� 5664（10番人気）�� 19650（1番人気）�� 6686（7番人気）
3連複票数 計 536227 的中 ��� 12173（7番人気）
3連単票数 計 740620 的中 ��� 2722（33番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーレパード �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 東京13着

2011．1．17生 牝3黒鹿 母 スノーキトゥン 母母 Embassy 5戦1勝 賞金 6，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 カフェココット号

第２回 新潟競馬 第７日



22075 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第3競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

24 コスモナーダム 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 474＋ 62：14．1 32．0�
12 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B458－ 22：14．42 42．7�
23 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464＋ 82：14．5� 7．9�
611 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458＋ 8 〃 ハナ 4．4�
510 ショウナンアバロン �3鹿 56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B440＋ 42：14．71� 6．2�
48 ドルチェレガート 牡3栗 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 452－ 8 〃 クビ 14．2	
714 サプライズレナ 牝3鹿 54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 460± 02：14．91 11．7

713 ドラゴングレイス 牡3栗 56 木幡 初広窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 三城牧場 430＋ 42：15．22 34．3�
35 コージャラティ 牡3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 22：15．3クビ 28．6�
59 タイヨウロマン 牡3栗 56 田辺 裕信太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 456－ 6 〃 ハナ 90．1
715 ルミラークル 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 492＋ 8 〃 アタマ 52．2�
818 サンアンドムーン 牡3鹿 56 石橋 脩髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 414＋ 6 〃 クビ 53．1�
816 ウイングオブハーツ 牡3黒鹿56 蛯名 正義有限会社シルク伊藤 圭三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 22：15．61	 2．9�
47 マテリアリズム 牡3栗 56 M．エスポジート 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 22：15．7� 163．3�

（伊）

11 ラフィナート 牝3黒鹿54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 430－ 82：16．12� 31．6�
612 ガ ラ ハ ッ ド �3青鹿56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 418－122：16．52� 86．7�
36 トウカイワイド 牡3青 56

53 ▲原田 和真内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 488 ―2：19．4大差 229．6�
817 マイネルエルピス 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 396± 02：22．0大差 46．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，319，700円 複勝： 34，005，400円 枠連： 14，605，700円
馬連： 47，021，000円 馬単： 29，735，000円 ワイド： 25，014，600円
3連複： 58，221，000円 3連単： 85，548，000円 計： 313，470，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 1，110円 � 910円 � 320円 枠 連（1－2） 4，260円

馬 連 �� 53，740円 馬 単 �� 112，060円

ワ イ ド �� 12，540円 �� 3，640円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 95，130円 3 連 単 ��� 738，360円

票 数

単勝票数 計 193197 的中 � 4823（9番人気）
複勝票数 計 340054 的中 � 7521（12番人気）� 9364（8番人気）� 31668（4番人気）
枠連票数 計 146057 的中 （1－2） 2651（18番人気）
馬連票数 計 470210 的中 �� 678（84番人気）
馬単票数 計 297350 的中 �� 199（170番人気）
ワイド票数 計 250146 的中 �� 510（82番人気）�� 1780（37番人気）�� 1817（35番人気）
3連複票数 計 582210 的中 ��� 459（204番人気）
3連単票数 計 855480 的中 ��� 84（1429番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．5―13．2―12．4―12．3―12．6―11．9―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―35．1―47．6―1：00．8―1：13．2―1：25．5―1：38．1―1：50．0―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモナーダム �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2013．7．14 福島9着

2011．4．14生 牡3栗 母 メアリーポート 母母 Whitehaven 8戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トウカイワイド号・マイネルエルピス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月

23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 エルトント号
※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。

22076 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7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

713 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B480－ 21：55．7 4．7�
47 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 460＋ 61：55．8� 19．1�
610 コスモロザラム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B468± 0 〃 アタマ 19．1�
22 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 528＋ 2 〃 ハナ 12．3�
611 キネオイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 508＋ 61：55．9クビ 1．4	
59 ライトサーパス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 B474＋ 61：56．0� 181．4

34 プラウドレガシー 牝3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 458－ 61：56．31� 48．0�
23 ヒルデガルト 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也海谷 幸司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 422－ 41：56．83 27．7�
11 グラズヘイム 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 488－10 〃 アタマ 38．4
35 タイキビスタ 牝3鹿 54 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 468± 01：56．9� 84．9�
712 アントファガスタ 牡3鹿 56 石橋 脩�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 81：57．11� 36．9�
58 スイートラブリー 牝3鹿 54 伊藤 工真堀口 晴男氏 星野 忍 浦河 市川牧場 444＋ 21：57．73� 142．4�
46 ローツェフェイス 牡3黒鹿56 西田雄一郎藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 528－ 41：57．91� 156．0�
814 ダノンジャガー 牡3鹿 56 M．エスポジート�ダノックス 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 512± 01：58．53� 58．5�

（伊）

815 コンソラーレ 牝3黒鹿 54
51 ▲石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458± 02：04．7大差 376．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，469，500円 複勝： 41，988，700円 枠連： 15，263，200円
馬連： 45，516，700円 馬単： 31，412，500円 ワイド： 23，355，900円
3連複： 52，576，400円 3連単： 94，411，200円 計： 330，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 230円 � 500円 � 370円 枠 連（4－7） 2，330円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，060円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 11，370円 3 連 単 ��� 41，630円

票 数

単勝票数 計 264695 的中 � 44517（2番人気）
複勝票数 計 419887 的中 � 55756（2番人気）� 19658（6番人気）� 28129（4番人気）
枠連票数 計 152632 的中 （4－7） 5058（8番人気）
馬連票数 計 455167 的中 �� 10660（11番人気）
馬単票数 計 314125 的中 �� 4413（16番人気）
ワイド票数 計 233559 的中 �� 5788（9番人気）�� 5737（10番人気）�� 2652（22番人気）
3連複票数 計 525764 的中 ��� 3466（36番人気）
3連単票数 計 944112 的中 ��� 1644（118番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．2―13．4―13．2―12．6―12．9―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．6―50．0―1：03．2―1：15．8―1：28．7―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．9
1
3
9，10，12，13（3，7，15）（8，6，14）11（1，4，5）－2
9，10，12（3，7，13）－（8，6，14）（1，11）（2，4，5）15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングケイシー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．14 中山8着

2011．2．17生 牡3黒鹿 母 スカイクレイバー 母母 ファニングザフレイム 8戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンソラーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月23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。
（非当選馬） 4頭 テルス号・ベストヴィジョン号・ミスターローレンス号・ランドグローリー号
※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。



22077 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7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）

牝，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 ダイワバーチュー 牝2青鹿54 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450 ―1：36．7 10．5�
47 ショウナンライム 牝2青鹿54 横山 典弘�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 496 ―1：36．91� 1．8�
35 ブランダルジャン 牝2芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458 ―1：37．11� 7．8�
48 アドラビリティ 牝2青鹿54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 496 ―1：37．31� 21．0�
713 メイショウサワヤカ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 458 ― 〃 クビ 40．9�
817 フローリアンヌ 牝2栗 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 446 ―1：37．51 13．6	
611 トーセンマリオン 牝2栗 54 武士沢友治島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ―1：37．6� 272．1�
510 パ ピ ー ラ ヴ 牝2鹿 54 M．エスポジート P.G．ファッジ氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム 438 ―1：37．7� 6．5�
（伊）

12 ヴィクトリーノース 牝2栗 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 谷原 義明 平取 川向高橋育
成牧場 460 ― 〃 クビ 90．0

714 アキタノユキ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 470 ―1：37．91� 175．8�
816 ジュエルアラモード 牝2栗 54 石橋 脩西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 498 ―1：38．0� 77．1�
24 クリノスイートピー 牝2黒鹿54 江田 照男栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446 ―1：38．32 174．0�
818 ジャイアントレーヌ 牝2栗 54 的場 勇人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 424 ―1：38．4� 81．1�
715 ワラッチャオ 牝2青鹿54 田中 勝春小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 454 ― 〃 ハナ 10．5�
59 シゲルオフネマツリ 牝2栗 54 西田雄一郎森中 蕃氏 松永 康利 新冠 村上牧場 408 ―1：38．71� 220．7�
612 ビップフライト 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 浦河 江渡 繁治 510 ― 〃 アタマ 98．4�
23 ラプンツェルダンス 牝2青鹿54 大野 拓弥大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 462 ―1：39．55 166．6�
11 ナンゴクメモリー 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 388 ―1：39．6� 93．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，124，800円 複勝： 36，101，900円 枠連： 16，563，500円
馬連： 50，209，700円 馬単： 33，416，500円 ワイド： 25，650，100円
3連複： 58，783，500円 3連単： 98，344，700円 計： 350，194，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 220円 � 120円 � 190円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，020円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 311248 的中 � 23602（5番人気）
複勝票数 計 361019 的中 � 32535（5番人気）� 112342（1番人気）� 39833（3番人気）
枠連票数 計 165635 的中 （3－4） 28224（1番人気）
馬連票数 計 502097 的中 �� 37168（5番人気）
馬単票数 計 334165 的中 �� 8805（9番人気）
ワイド票数 計 256501 的中 �� 15255（4番人気）�� 5983（12番人気）�� 15743（3番人気）
3連複票数 計 587835 的中 ��� 21545（3番人気）
3連単票数 計 983447 的中 ��� 4249（37番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―13．0―12．7―11．7―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．8―49．8―1：02．5―1：14．2―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワバーチュー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．5．16生 牝2青鹿 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

22078 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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

57 ダノングラシアス 牝2黒鹿54 内田 博幸�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 496 ―1：24．4 1．8�
22 スマイルミーティア 牝2黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 434 ―1：24．5� 27．2�
58 タガノエスプレッソ 牡2鹿 54 石橋 脩八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ― 〃 クビ 17．0�
34 メイショウミソラ 牝2栗 54 戸崎 圭太松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 454 ―1：24．6� 5．0�
610 マイネルカルド 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：24．7クビ 28．6�
814 サンディフック 牡2栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 464 ―1：24．8� 31．6	
45 タイムフォラヴ 牝2青鹿54 横山 典弘 
キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 452 ―1：24．9� 39．9�
712 ナミノリゴリラ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 450 ―1：25．0� 38．2�
711	 ギャルソンヌ 牝2鹿 54 M．エスポジート 窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 英

Brendan Boyle
& Yeo Barton
Bloodstock

456 ―1：25．1� 12．0
（伊）

69 ア ウ リ ン 牡2青鹿54 宮崎 北斗山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 510 ― 〃 クビ 5．4�
11 ヨザクラフブキ 牝2栗 54 柴田 善臣上田 忠男氏 柴田 政人 幕別 サンライズス

テイブル 474 ―1：25．31
 139．5�
46 セイウンオセアン 牡2鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 452 ―1：25．93� 35．9�
813 アクティブボス 牡2青 54 嶋田 純次髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 472 ―1：26．43 184．0�
33 リャクダツアイ 牝2芦 54 武士沢友治内田 玄祥氏 松山 将樹 日高 戸川牧場 448 ―1：27．35 192．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，750，200円 複勝： 33，021，900円 枠連： 13，811，500円
馬連： 46，112，500円 馬単： 31，636，800円 ワイド： 24，271，600円
3連複： 53，133，700円 3連単： 94，706，600円 計： 323，444，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 400円 � 290円 枠 連（2－5） 2，250円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 510円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 25，020円

票 数

単勝票数 計 267502 的中 � 113032（1番人気）
複勝票数 計 330219 的中 � 99968（1番人気）� 15879（6番人気）� 23758（5番人気）
枠連票数 計 138115 的中 （2－5） 4741（9番人気）
馬連票数 計 461125 的中 �� 14433（7番人気）
馬単票数 計 316368 的中 �� 7609（10番人気）
ワイド票数 計 242716 的中 �� 6114（8番人気）�� 13174（3番人気）�� 2282（27番人気）
3連複票数 計 531337 的中 ��� 5620（22番人気）
3連単票数 計 947066 的中 ��� 2744（74番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―12．3―12．5―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．8―48．1―1：00．6―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノングラシアス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Grand Slam 初出走

2012．1．29生 牝2黒鹿 母 サーキットレディ 母母 Laguna Seca 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 タイムフォラヴ号の騎手杉原誠人は，馬場入場時に他の馬に蹴られ，検査のため横山典弘に変更。発走

時刻6分遅延。
※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。



22079 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走13時30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

816 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 456＋ 2 56．1 4．0�
12 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 432＋ 4 〃 クビ 8．5�
817 メイショウアガサ 牝3鹿 54 柴田 善臣松本 好�氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 56．2クビ 15．0�
510 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 B454－ 2 〃 アタマ 6．6�
715� シェードカーテン 牡3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 豪 Mr R An-

derson 448＋ 2 56．52 10．7�
48 コスモワッショイ 牡3鹿 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B426＋ 2 56．6� 20．1

713 オキテスグメシ 牡3栗 56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 B438－ 3 56．7クビ 75．3�
36 ヤマニンジュニパー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 464－ 8 〃 アタマ 138．2�
47 ノスタルジック 牝3鹿 54 内田 博幸山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 B472－ 2 56．8	 7．4
612 コクシブルース 
3鹿 56 嶋田 純次	向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 472± 0 56．9� 135．6�
11 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 512＋ 4 57．0	 6．3�
714 マリオンフォンテン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 466＋20 〃 クビ 70．1�
35 ロジシーカー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 398－ 6 〃 ハナ 210．2�
611 アサカラヴァーズ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太	協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 466－ 4 〃 ハナ 7．0�
24 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 大庭 和弥	ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 422＋ 6 57．1クビ 214．6�
818 スズノユーミン 牝3鹿 54 伊藤 工真森 達郎氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 428± 0 57．2� 148．6�
23 マリーアントワー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 B452＋ 2 〃 クビ 42．0�
59 シンボリプロスト 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 474＋ 4 58．26 83．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，259，600円 複勝： 36，634，700円 枠連： 24，698，500円
馬連： 65，214，300円 馬単： 34，198，000円 ワイド： 30，832，100円
3連複： 83，729，900円 3連単： 117，775，900円 計： 416，343，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 240円 � 360円 枠 連（1－8） 820円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 830円 �� 960円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 37，300円

票 数

単勝票数 計 232596 的中 � 45880（1番人気）
複勝票数 計 366347 的中 � 72898（1番人気）� 37019（4番人気）� 21997（7番人気）
枠連票数 計 246985 的中 （1－8） 23283（2番人気）
馬連票数 計 652143 的中 �� 24897（5番人気）
馬単票数 計 341980 的中 �� 6900（7番人気）
ワイド票数 計 308321 的中 �� 9818（6番人気）�� 8290（9番人気）�� 4106（27番人気）
3連複票数 計 837299 的中 ��� 7346（30番人気）
3連単票数 計1177759 的中 ��� 2289（105番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．8―44．1

上り4F44．1－3F33．9
勝馬の
紹 介

ヤマホトトギス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．13 東京12着

2011．3．22生 牝3鹿 母 ホクトガーランド 母母 ミステリアスダンサー 8戦1勝 賞金 6，440，000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 アイティルビー号・ダイワバリュー号・テンテマリ号・メドウスラヴ号

22080 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 460－ 41：11．3 3．0�
46 � ハニーバニー 牝4鹿 55 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492－ 21：11．51 21．8�
815 ラヴァーサクラ 牝3鹿 52 大野 拓弥伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 ハナ 16．9�
610 ナムラヒラリー 牝3青鹿52 内田 博幸奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 440＋ 4 〃 ハナ 6．2�
58 プランタンビジュー 牝4鹿 55 西田雄一郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 460＋121：12．03 23．6	
47 ミカルベウス 牝3芦 52 嘉藤 貴行尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480＋ 21：12．1� 5．0

35 エルシェロアスール 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 480＋161：12．2クビ 45．9�
713 サプライズライン 牝3芦 52 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－ 41：12．3� 11．8�
59 � ミ ュ ー ル 牝4栗 55 武士沢友治国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 422± 01：12．51� 245．4
814 エトルアンフルール 牝4栗 55 田辺 裕信村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 482＋ 4 〃 アタマ 5．2�
23 ナムラケイオス 牝5鹿 55 柴田 善臣奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 522± 01：12．6クビ 14．6�
712 キービスケット 牝3黒鹿52 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 470＋ 61：12．7� 62．6�
611 ホットサマーデイ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 初也藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 466－ 8 〃 クビ 187．9�
34 � デンジャラー 牝3黒鹿 52

49 ▲原田 和真 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 436＋ 21：13．97 43．3�
22 キンショーキラ 牝5栗 55 嶋田 純次礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 488－ 81：14．11 246．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，962，600円 複勝： 53，918，100円 枠連： 20，559，000円
馬連： 75，396，300円 馬単： 40，650，300円 ワイド： 34，699，200円
3連複： 84，561，300円 3連単： 131，608，700円 計： 470，355，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 640円 � 420円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，110円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 19，250円 3 連 単 ��� 73，220円

票 数

単勝票数 計 289626 的中 � 76162（1番人気）
複勝票数 計 539181 的中 � 107372（1番人気）� 18014（8番人気）� 29384（7番人気）
枠連票数 計 205590 的中 （1－4） 24687（2番人気）
馬連票数 計 753963 的中 �� 14921（17番人気）
馬単票数 計 406503 的中 �� 5599（22番人気）
ワイド票数 計 346992 的中 �� 6207（17番人気）�� 8203（15番人気）�� 1736（41番人気）
3連複票数 計 845613 的中 ��� 3294（60番人気）
3連単票数 計1316087 的中 ��� 1303（236番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 8，7（10，1）15（5，14）11（3，9，6）4，13，12＝2 4 ・（8，7）（10，1，15）（5，14）（11，6）（3，9）4（12，13）＝2

勝馬の
紹 介

ヴァレンティーネ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Forestry デビュー 2012．10．21 東京14着

2010．5．11生 牝4鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 19戦3勝 賞金 34，492，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 プランタンビジュー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 プランタンビジュー号は，発走調教再審査。
※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 アルテミシア号
（非抽選馬） 1頭 ローゼズガーランド号



22081 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第9競走 ��
��1，800�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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

月岡温泉観光協会賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

47 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 478－ 41：46．3 2．3�
59 ボーイフレンド 牡5栗 57 北村 宏司北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444－ 2 〃 クビ 13．8�
35 タブレットピーシー 牡3芦 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 470＋ 41：46．61� 10．1�
22 カムイミンタラ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 500－ 21：46．7	 24．8�
611 レッドカチューシャ 牝4青鹿55 石橋 脩 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 12．0	
610 ロングシャドウ 牡4青鹿57 蛯名 正義飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492± 01：46．8クビ 22．3

712 オーキッドレイ 牝4鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 4．8�
23 トーセンミラージュ 牡3青鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 520＋101：47．11� 23．1
58 
 サンマルダーム 牝5栗 55 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 436－ 21：47．2	 467．4�
34 ローズマンブリッジ 牝4鹿 55 M．エスポジート 吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：47．3	 7．7�

（伊）

814 ルネッタアスール 牝5鹿 55 柴田 大知青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 58．8�
713 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿54 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464＋201：47．62 144．1�
815 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 474－ 21：47．7	 15．6�
11 ルーベンスクラフト 牝4栗 55 木幡 初也 �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 466－ 2 〃 ハナ 166．1�
46 �
 ホークオブサミット 牡4鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

522－161：48．65 169．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，769，600円 複勝： 48，381，200円 枠連： 24，620，900円
馬連： 95，229，900円 馬単： 49，006，200円 ワイド： 40，614，900円
3連複： 105，761，300円 3連単： 176，596，900円 計： 574，980，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 280円 � 260円 枠 連（4－5） 1，460円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 660円 �� 660円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 21，110円

票 数

単勝票数 計 347696 的中 � 120557（1番人気）
複勝票数 計 483812 的中 � 119328（1番人気）� 36811（5番人気）� 42160（4番人気）
枠連票数 計 246209 的中 （4－5） 12999（6番人気）
馬連票数 計 952299 的中 �� 46630（3番人気）
馬単票数 計 490062 的中 �� 17103（4番人気）
ワイド票数 計 406149 的中 �� 16297（3番人気）�� 16133（4番人気）�� 5068（27番人気）
3連複票数 計1057613 的中 ��� 14650（13番人気）
3連単票数 計1765969 的中 ��� 6064（45番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．1―12．2―12．7―12．7―11．5―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―34．7―46．9―59．6―1：12．3―1：23．8―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャンピオンルパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．5．24 東京3着

2011．5．17生 牡3鹿 母 マイマスタートップ 母母 チェリーコウマン 4戦2勝 賞金 17，350，000円
〔騎手変更〕 ルーベンスクラフト号の騎手杉原誠人は，負傷のため木幡初也に変更。
※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。

22082 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走15時10分 （ダート・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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 タガノトネール �4鹿 57 柴田 大知八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－ 21：10．4 8．2�

34 キンシザイル 牡5鹿 57 江田 照男若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 498± 01：10．5
 50．5�
59 アメージングタクト 牡4鹿 57 横山 典弘 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 61：10．71� 2．3�
814� ミリアグラシア 牝4栗 55 柴田 善臣杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 502－ 4 〃 クビ 21．3�
815 ヒカリマサムネ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 462± 01：10．91 4．8	
713 フォースライト 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 488＋ 2 〃 クビ 15．9

46 ル ミ ニ ズ ム 牡3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：11．0 3．7�
58 クレバーアポロ 牡5栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 492－ 21：11．1クビ 47．2�
611 ザストロンシチー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B484－ 61：11．2 130．4
23 エンジェルビーツ 牝3栗 52 蛯名 正義前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 440－ 21：11．41
 32．1�
11 ヤマニンアルシェ 牡6鹿 57 田中 勝春土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 526＋ 11：11．61� 152．1�
47 コーリンギデオン 牡5鹿 57 石橋 脩伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 466－ 41：11．81� 45．6�
35 ウインクロニクル 牡7黒鹿57 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 61：12．01
 160．5�
712 シゲルケンシン 牡7鹿 57 宮崎 北斗森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 470－ 61：12．31 149．0�
22 コップヒヤザケ 牡5鹿 57 木幡 初也大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 488＋ 61：15．8大差 114．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，363，700円 複勝： 56，384，000円 枠連： 28，884，200円
馬連： 126，748，200円 馬単： 62，186，800円 ワイド： 48，074，700円
3連複： 136，803，100円 3連単： 252，336，700円 計： 751，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 800円 � 140円 枠 連（3－6） 12，100円

馬 連 �� 17，500円 馬 単 �� 28，430円

ワ イ ド �� 4，120円 �� 500円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 124，190円

票 数

単勝票数 計 403637 的中 � 39021（4番人気）
複勝票数 計 563840 的中 � 59265（4番人気）� 12783（9番人気）� 145469（1番人気）
枠連票数 計 288842 的中 （3－6） 1850（24番人気）
馬連票数 計1267482 的中 �� 5610（33番人気）
馬単票数 計 621868 的中 �� 1640（60番人気）
ワイド票数 計 480747 的中 �� 2833（33番人気）�� 26564（4番人気）�� 7119（17番人気）
3連複票数 計1368031 的中 ��� 8841（33番人気）
3連単票数 計2523367 的中 ��� 1473（293番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノトネール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．12．9 中京1着

2010．5．12生 �4鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 19戦4勝 賞金 50，211，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コップヒヤザケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月23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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イーグルカザン号・ペガサスジュニア号
（非抽選馬）10頭 ウエストハーバー号・キクノラフィカ号・キセキノハナ号・クールヴェント号・コーリンハッピー号・

サイズミックレディ号・ナモンレジェンド号・ヒショウ号・フィオリア号・モリトビャクミ号



22083 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

810 トラストワン 牡6黒鹿57 蛯名 正義大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 498－ 62：13．7 3．7�
79 ブリッジクライム 牝5鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 6．1�
67 アップルジャック 牡6黒鹿57 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508＋ 62：13．91 27．3�
33 ヴァーゲンザイル �6黒鹿57 武士沢友治 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 18．4�
11 フレージャパン 牡5栗 57 横山 典弘難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 472－ 22：14．0	 7．0�
22 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太	チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 446± 02：14．1
 4．0

66 � エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B560＋ 2 〃 クビ 3．7�
811 ア ロ ヒ ラ ニ 牡5黒鹿57 M．エスポジート �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B452－ 42：14．2クビ 24．3�

（伊）

44 ヒラボクビクトリー 牡6鹿 57 内田 博幸	平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 458＋ 2 〃 ハナ 47．2
78 オーヴァージョイド 牡6鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 542＋182：14．62	 114．9�
55 レッドヴァンクール �8鹿 57 木幡 初也 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514－ 22：16．09 209．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，758，000円 複勝： 84，965，900円 枠連： 37，534，100円
馬連： 219，100，000円 馬単： 109，710，000円 ワイド： 70，801，800円
3連複： 241，288，600円 3連単： 500，774，800円 計： 1，323，933，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 190円 � 520円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，620円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 31，860円

票 数

単勝票数 計 597580 的中 � 128816（1番人気）
複勝票数 計 849659 的中 � 168806（1番人気）� 123399（4番人気）� 31283（8番人気）
枠連票数 計 375341 的中 （7－8） 32260（3番人気）
馬連票数 計2191000 的中 �� 156187（4番人気）
馬単票数 計1097100 的中 �� 42541（7番人気）
ワイド票数 計 708018 的中 �� 46870（4番人気）�� 10716（19番人気）�� 8044（26番人気）
3連複票数 計2412886 的中 ��� 21156（33番人気）
3連単票数 計5007748 的中 ��� 11392（116番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．5―13．0―12．9―12．7―12．2―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．5―48．0―1：01．0―1：13．9―1：26．6―1：38．8―1：50．6―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
7，5－4，1（9，3）－（2，6）（8，10）11・（7，4）（5，9，1，10）（2，3，6）（8，11）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

トラストワン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2010．7．18 函館1着

2008．4．15生 牡6黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 28戦5勝 賞金 97，137，000円
※レッドヴァンクール号は，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。

22084 8月23日 晴 良 （26新潟2）第7日 第12競走 ��
��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

815 スギノハルバード 牡4鹿 57 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B478± 01：53．3 1．7�
58 � ホワイトプラネット 牝4芦 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B504－ 61：54．36 6．6�
34 キネオフォルツァ 牡3芦 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 526＋ 8 〃 アタマ 18．8�
610 スリーヨーク 牡4鹿 57 柴田 大知永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 21：54．4	 46．6�
22 インパルション 
5鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 462－ 41：54．5クビ 32．2�
23 クールジャイロ 牡3栗 54 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B508＋101：54．6� 32．2	
59 オリオンザムーン 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 524＋121：54．7� 43．0

11 タイセイボルト 牡4青鹿57 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：54．91� 50．6�
46 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 516－ 41：55．22 24．5�
713� インプロスペクト 牡4黒鹿57 大野 拓弥前田 幸治氏 和田正一郎 米 Avalon

Farms, Inc. 524± 01：55．3	 13．6
35 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 464＋ 41：55．51� 187．1�
712 グランドサッシュ 牡3黒鹿54 M．エスポジート 有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 4 〃 アタマ 6．4�
（伊）

814 ヤマニンミミック 牝6黒鹿 55
52 ▲原田 和真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B494－ 41：55．92� 107．2�

47 グランデアリュール 牡4鹿 57 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 492－ 21：56．32� 149．0�
611 コ ウ セ ン 牡4鹿 57 横山 典弘西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 486＋ 61：56．51 13．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，441，700円 複勝： 75，102，700円 枠連： 36，660，700円
馬連： 134，297，200円 馬単： 76，837，000円 ワイド： 65，468，900円
3連複： 165，283，200円 3連単： 326，538，600円 計： 932，630，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 290円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 320円 �� 650円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 524417 的中 � 233281（1番人気）
複勝票数 計 751027 的中 � 258312（1番人気）� 85566（3番人気）� 44246（5番人気）
枠連票数 計 366607 的中 （5－8） 53283（2番人気）
馬連票数 計1342972 的中 �� 156745（2番人気）
馬単票数 計 768370 的中 �� 61916（2番人気）
ワイド票数 計 654689 的中 �� 59755（2番人気）�� 25212（5番人気）�� 8653（20番人気）
3連複票数 計1652832 的中 ��� 33559（10番人気）
3連単票数 計3265386 的中 ��� 20303（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．5―51．2―1：03．4―1：15．3―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
8，15－（6，14）（4，11）（3，12）10（7，13）－9，2（1，5）
15－（8，14）－（6，4）11－（10，13，12）3（7，2，5）9，1

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

勝馬の
紹 介

スギノハルバード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．10．21 新潟3着

2010．5．31生 牡4鹿 母 ファーストサイト 母母 スギノシャーロット 17戦3勝 賞金 35，122，000円
〔発走状況〕 グランデアリュール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ロバーストナカヤマ号
※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。



（26新潟2）第7日 8月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

179，860，000円
2，080，000円
11，240，000円
1，340，000円
15，910，000円
69，229，500円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
380，173，400円
564，151，800円
261，528，700円
987，730，600円
549，116，600円
431，622，000円
1，144，276，400円
2，024，264，500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 6，342，864，000円

総入場人員 9，070名 （有料入場人員 7，696名）
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