
21121 9月1日 曇 不良 （30新潟2）第11日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・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
1：53．8
1：50．9

良
不良

33 グリューネリヒト 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：54．8 1．7�
813 ワークアンドリッチ 牡2鹿 54 福永 祐一小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 佐藤牧場 460＋ 21：55．22� 8．3�
69 ナックアポロン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 小田牧場 500＋ 21：56．37 70．0�
812 トーセンイマジン 牡2栗 54 内田 博幸島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 61：56．83 81．9�
44 ストラトフォード 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B454± 01：56．9� 111．6	

710 オ レ ノ ソ ラ 牡2黒鹿54 菅原 隆一大久保與志雄氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 452± 01：57．11� 25．8

11 プラサデトロス 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 492－101：57．41� 31．4�
56 コスモセレッソ 牡2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 中橋 清 478－ 4 〃 クビ 45．7�
45 レイジングラン 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－ 41：58．25 196．7
711 セイドアモール 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 452－141：58．3� 3．5�

22 シゲルシンジュ 牡2芦 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 482－ 21：58．61� 26．1�

57 シゲルアマゾナイト 牡2青鹿54 田中 勝春森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 444± 01：59．55 137．9�
68 ファイトフラッシュ 牝2黒鹿54 柴田 善臣�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 450± 02：00．13� 33．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，402，200円 複勝： 42，376，500円 枠連： 11，005，200円
馬連： 46，956，100円 馬単： 25，815，100円 ワイド： 32，419，400円
3連複： 66，126，600円 3連単： 94，152，000円 計： 348，253，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 650円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，720円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 294022 的中 � 143011（1番人気）
複勝票数 計 423765 的中 � 215485（1番人気）� 39130（3番人気）� 7472（10番人気）
枠連票数 計 110052 的中 （3－8） 17639（2番人気）
馬連票数 計 469561 的中 �� 58532（2番人気）
馬単票数 計 258151 的中 �� 22809（3番人気）
ワイド票数 計 324194 的中 �� 30250（2番人気）�� 4512（18番人気）�� 2202（31番人気）
3連複票数 計 661266 的中 ��� 6245（23番人気）
3連単票数 計 941520 的中 ��� 3844（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．3―50．9―1：03．8―1：16．4―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
13（11，7）9（6，5）（8，10）2，4，3，1－12
13，11（7，9，3）6，4，5（10，2）8（12，1）

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

勝馬の
紹 介

グリューネリヒト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．30 福島3着

2016．3．31生 牡2鹿 母 グリューネヴォッヘ 母母 モンヴェール 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイトフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平地

競走に出走できない。

21122 9月1日 曇 重 （30新潟2）第11日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時40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
2：01．8
1：59．8

良
良

22 マイネルエキサイト 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 464＋ 22：04．2 4．6�

44 フラワーズアート 牝2鹿 54
51 ▲木幡 育也 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 406－ 2 〃 ハナ 6．2�

810 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 454－ 22：04．41� 11．6�
55 シティーオブスター 牡2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 472± 02：04．5クビ 3．2�
66 サクラザチェンジ 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 472± 0 〃 ハナ 2．9	
11 シーアイリス 牝2芦 54

53 ☆木幡 巧也 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新ひだか 岡田牧場 394＋ 42：04．71� 140．1

89 バロンキング 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 404－ 62：04．8� 56．9�
33 フラワーリース 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 446＋ 62：05．33 206．7�
77 ダークサンダー 牡2青鹿54 柴田 善臣鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 武 牧場 456－ 22：05．51� 90．5
78 ロードミラージュ 牡2青鹿54 大野 拓弥 �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 414＋ 22：06．13� 18．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，428，300円 複勝： 27，629，100円 枠連： 6，851，600円
馬連： 35，929，500円 馬単： 21，002，800円 ワイド： 24，234，200円
3連複： 45，281，800円 3連単： 79，873，600円 計： 264，230，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 190円 � 230円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 420円 �� 730円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 16，640円

票 数

単勝票数 計 234283 的中 � 41702（3番人気）
複勝票数 計 276291 的中 � 43993（3番人気）� 39136（4番人気）� 27748（5番人気）
枠連票数 計 68516 的中 （2－4） 4394（6番人気）
馬連票数 計 359295 的中 �� 23031（6番人気）
馬単票数 計 210028 的中 �� 7002（10番人気）
ワイド票数 計 242342 的中 �� 15662（6番人気）�� 8294（11番人気）�� 8616（10番人気）
3連複票数 計 452818 的中 ��� 8916（15番人気）
3連単票数 計 798736 的中 ��� 3480（61番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．5―13．4―12．8―12．6―12．4―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．9―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．1―1：40．4―1：52．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルエキサイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．8．11 新潟2着

2016．4．6生 牡2青鹿 母 アインライツ 母母 セレクトレモン 2戦1勝 賞金 7，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第１１日



21123 9月1日 小雨 不良 （30新潟2）第11日 第3競走 ��
��1，200�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 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
1：09．2
1：08．7

重
重

815 トモジャスティス 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 500＋ 21：11．6 11．9�

814 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 448－ 41：12．02� 5．3�
34 クォーターイモン 牡3鹿 56 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446＋ 2 〃 クビ 1．7�
610� ユナリオンス 牝3鹿 54 津村 明秀�ノースヒルズ 萩原 清 愛 Noel O’Cal-

laghan 452＋ 21：12．74 12．7�
611 ツァイトライゼ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：13．01	 55．3�

58 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 418＋ 41：13．1クビ 76．7	
11 インペリアルエア 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B470－ 4 〃 ハナ 155．4

59 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 武士沢友治藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 496－ 4 〃 ハナ 58．9�
46 サクラボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット B472± 01：13．31
 5．9�
47 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 484－ 61：13．4� 166．8
22 ムーンケリー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 B504－ 21：14．25 53．3�
713 ア マ イ ロ 牝3栗 54 杉原 誠人�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－141：14．52 57．9�
35 ムールヴェードル 牝3青 54 石橋 脩 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：15．03 22．6�
712 テンノイタダキ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 藤沢牧場 500＋101：16．38 450．0�
23 カレンナヴォーグ 牝3栗 54

52 △藤田菜七子志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 474＋ 41：17．47 79．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，677，700円 複勝： 66，271，600円 枠連： 12，909，800円
馬連： 46，447，200円 馬単： 28，055，700円 ワイド： 34，917，500円
3連複： 67，410，500円 3連単： 98，625，200円 計： 382，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 220円 � 130円 � 110円 枠 連（8－8） 3，790円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 670円 �� 410円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 17，870円

票 数

単勝票数 計 276777 的中 � 18559（4番人気）
複勝票数 計 662716 的中 � 27929（4番人気）� 70055（2番人気）� 413523（1番人気）
枠連票数 計 129098 的中 （8－8） 2639（11番人気）
馬連票数 計 464472 的中 �� 11898（7番人気）
馬単票数 計 280557 的中 �� 3372（18番人気）
ワイド票数 計 349175 的中 �� 11052（7番人気）�� 19339（4番人気）�� 63499（1番人気）
3連複票数 計 674105 的中 ��� 39269（2番人気）
3連単票数 計 986252 的中 ��� 4000（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．1―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモジャスティス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．4．22 東京12着

2015．3．28生 牡3黒鹿 母 エグゼリーナ 母母 ロイヤルコスマー 6戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンナヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平地

競走に出走できない。
テンノイタダキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月1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 マカロン号・ユーリトミクス号

21124 9月1日 小雨 重 （30新潟2）第11日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：31．5
1：30．7

良
良

818 リリーバレロ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454± 01：35．7 3．5�
816 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 3．2�
612 フォーチュンリング 牝3鹿 54 福永 祐一 �グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 4．7�
36 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 柴田 善臣諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 41：35．91 18．2�
59 ガ ン ロ ッ ク 牡3黒鹿56 津村 明秀髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 464－ 41：36．0� 18．0	
12 パストゥレイユ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 428－ 81：36．1クビ 7．2

713 グローリーシャイン 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 436－ 61：36．31� 15．8�
48 グローリーシーカー �3鹿 56 内田 博幸吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 432＋ 61：36．51� 15．8�
611 デルマサンブッカ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 414＋ 61：36．6� 163．8
24 ショーマノキセキ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 460± 01：36．7クビ 99．8�
23 イントリーグ 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋ 41：36．8� 83．3�

714 ア ル チ ス タ 牝3青鹿54 杉原 誠人�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 414＋101：36．9� 455．0�
510 キスオンザグリーン 牝3鹿 54 柴田 大知髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム B428－ 41：37．11 46．1�
11 スクリプティド 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 0 〃 クビ 131．9�

817 スピリッツスパート �3鹿 56 嘉藤 貴行日向 均氏 加藤 和宏 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 456＋ 21：37．31� 630．5�

47 ヴィーヴァマーレ 牡3青 56 武士沢友治芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 原口牧場 470＋ 41：37．83 315．2�
715 キ ュ ビ ッ ト 牡3黒鹿56 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 466＋101：38．01 113．7�
35 ケイツーシリング 牝3鹿 54 丸田 恭介楠本 勝美氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 406－141：38．31� 308．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，660，400円 複勝： 48，346，200円 枠連： 15，557，500円
馬連： 58，332，100円 馬単： 27，849，000円 ワイド： 41，187，300円
3連複： 79，089，000円 3連単： 96，743，300円 計： 397，764，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（8－8） 570円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 270円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 306604 的中 � 69569（2番人気）
複勝票数 計 483462 的中 � 96420（2番人気）� 109056（1番人気）� 77656（3番人気）
枠連票数 計 155575 的中 （8－8） 21122（2番人気）
馬連票数 計 583321 的中 �� 87056（1番人気）
馬単票数 計 278490 的中 �� 19308（2番人気）
ワイド票数 計 411873 的中 �� 50772（1番人気）�� 27055（3番人気）�� 38718（2番人気）
3連複票数 計 790890 的中 ��� 82805（1番人気）
3連単票数 計 967433 的中 ��� 17738（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．9―12．8―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―36．0―48．9―1：01．7―1：13．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーバレロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．24 東京2着

2015．2．4生 牝3鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 4戦1勝 賞金 9，750，000円
※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 エラスタル号・ベネディクション号



21125 9月1日 小雨 重 （30新潟2）第11日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30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

11 ド ゴ ー ル 牡2鹿 54 津村 明秀 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 444 ―1：22．8 8．6�

611 レッドパラス 牝2芦 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 450 ―1：23．22� 3．0�
47 シャンデフレーズ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 404 ― 〃 クビ 8．7�
48 ワ ダ ツ ミ 牡2鹿 54 石橋 脩谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478 ―1：23．3� 5．4�
815 クールリアル 牡2鹿 54 福永 祐一川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 460 ―1：23．51� 4．3	
23 フラワープリンセス 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 408 ―1：23．71� 46．8

35 フィーユブランシェ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：23．8� 66．6�

817 ウインメテオーラ 牡2栗 54 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 原 弘之 442 ―1：24．01� 125．8�
713 エンジェルカナ 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 406 ―1：24．1� 37．6
714 マイネルコーナー 牡2栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 中橋 正 476 ―1：24．2クビ 259．1�
24 トモジャファイブ 牡2鹿 54 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 506 ―1：24．3� 22．9�
510 ムーランノワール 牡2黒鹿54 柴田 善臣村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 野表 篤夫 452 ―1：24．4� 242．6�
816 ストレイトスタイル 牝2黒鹿54 内田 博幸廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 406 ―1：24．5� 21．1�
36 サバイバルクイーン 牝2鹿 54 大野 拓弥福田 光博氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 460 ―1：24．71� 44．6�
12 ノーブルテラ 牝2鹿 54 北村 宏司吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 468 ―1：24．8クビ 53．7�
59 リベルリバティ 牡2鹿 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 506 ―1：26．07 167．0�
612 カイラーサナータ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 474 ―1：26．1� 321．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，492，400円 複勝： 39，598，100円 枠連： 17，123，900円
馬連： 51，794，000円 馬単： 24，715，100円 ワイド： 36，606，000円
3連複： 64，977，000円 3連単： 76，710，500円 計： 346，017，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 150円 � 270円 枠 連（1－6） 1，080円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，250円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 17，760円

票 数

単勝票数 計 344924 的中 � 33805（4番人気）
複勝票数 計 395981 的中 � 47987（4番人気）� 84447（1番人気）� 31627（5番人気）
枠連票数 計 171239 的中 （1－6） 12219（4番人気）
馬連票数 計 517940 的中 �� 37541（3番人気）
馬単票数 計 247151 的中 �� 7201（8番人気）
ワイド票数 計 366060 的中 �� 18516（5番人気）�� 7091（15番人気）�� 18592（4番人気）
3連複票数 計 649770 的中 ��� 15410（6番人気）
3連単票数 計 767105 的中 ��� 3131（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．1―59．3―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ゴ ー ル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブラックタイアフェアー 初出走

2016．3．15生 牡2鹿 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※リベルリバティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21126 9月1日 小雨 不良 （30新潟2）第11日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

611 ダンスメーカー 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 478－ 41：52．6 3．2�
814 アサクサギルト 牡3鹿 56 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 542± 01：53．66 28．2�
815 キャプチュード 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 466＋ 4 〃 クビ 20．0�
712 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 512－ 81：53．7� 186．4�
59 ワンダースラガン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 504＋ 41：54．55 79．2�
713 レ ヴ ァ ン テ 牡3栗 56 戸崎 圭太寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：54．82 1．4	
47 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 488＋ 41：55．01 14．8

34 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 岩部 純二太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 466－ 6 〃 クビ 80．2�
610 ジ ッ ピ ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 栗田 徹 日高 戸川牧場 466－ 61：55．21� 85．3�
23 トーセンエクラ 牡3鹿 56 西田雄一郎島川 哉氏 畠山 吉宏 日高 有限会社 エ

スティファーム B472＋ 51：55．41� 212．0�
58 ロ ン サ ー ル 牡3青鹿56 柴田 大知佐藤 壽男氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 428－ 41：56．78 67．5�
11 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 486＋ 21：57．33� 57．8�
35 イマジンピース 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 460＋101：58．04 59．3�
22 ウインファルコン 牡3黒鹿56 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 450－ 21：58．1クビ 57．6�
46 チャオドリン 牡3栗 56 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 466－ 21：59．9大差 249．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，391，200円 複勝： 109，143，000円 枠連： 14，704，700円
馬連： 49，639，500円 馬単： 35，330，300円 ワイド： 38，869，700円
3連複： 76，144，900円 3連単： 135，040，500円 計： 488，263，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 320円 � 1，680円 � 1，190円 枠 連（6－8） 1，460円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 920円 �� 540円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 8，480円 3 連 単 ��� 33，460円

票 数

単勝票数 計 293912 的中 � 73054（2番人気）
複勝票数 計1091430 的中 � 102020（2番人気）� 15826（5番人気）� 22699（4番人気）
枠連票数 計 147047 的中 （6－8） 7797（4番人気）
馬連票数 計 496395 的中 �� 11658（7番人気）
馬単票数 計 353303 的中 �� 5113（12番人気）
ワイド票数 計 388697 的中 �� 10761（7番人気）�� 19717（5番人気）�� 3724（21番人気）
3連複票数 計 761449 的中 ��� 6734（18番人気）
3連単票数 計1350405 的中 ��� 2926（70番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．6―12．8―12．4―12．5―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．9―49．7―1：02．1―1：14．6―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
2（13，15）（7，6）11（3，9）12，10（1，14）－（8，5）－4
2（13，15）7（9，11）（3，12）－（1，10）－（6，14）－8－（4，5）

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

勝馬の
紹 介

ダンスメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．5．13 東京3着

2015．4．5生 牡3黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イマジンピース号・ウインファルコン号・チャオドリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年10月1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 ムーンリットエルフ号



21127 9月1日 小雨 重 （30新潟2）第11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 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
53．7
53．7

良
良

59 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 496± 0 56．4 3．4�
816 グロウアイリス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 404－ 4 56．82� 15．1�
713 クルクルティンクル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 460＋ 3 57．01� 62．7�
612 シエルクレール 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士 �カナヤマホール
ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 B504＋ 2 〃 クビ 4．8�

11 エクスポジション 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 2 57．1クビ 8．5�

714 シンボリピカソ 牡3芦 56 石橋 脩シンボリ牧場 堀 宣行 日高 シンボリ牧場 B486＋ 2 〃 ハナ 42．1	
36 キーサンダー 牡3栗 56 柴田 大知北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 486－ 4 〃 アタマ 17．5

817 フジノビューティ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 446－ 2 〃 クビ 5．8�
47 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿54 北村 宏司片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 448± 0 57．31� 32．2�
510 ホ ク ラ ニ 牝3黒鹿54 田中 勝春石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 450－ 4 57．4クビ 68．7
818 サンマルスター 牡3栗 56 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 480＋ 4 〃 クビ 183．0�
12 ラブリランテ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 474＋10 57．5� 15．2�

611 セレブレーション 牝3鹿 54 西田雄一郎髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 416＋ 2 57．71� 15．5�

715 ビスタペルフェッタ 牡3鹿 56 杉原 誠人今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 B482＋12 57．91� 119．1�
24 ヴィアプライド 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 506± 0 58．32� 260．3�
48 ホウオウシックス 牡3栗 56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B450＋ 2 58．4� 28．9�
35 ホウオウユーミン 牝3黒鹿54 丸田 恭介小笹 芳央氏 栗田 徹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 412－ 6 58．5� 288．8�
23 ニシノラプランセス 牝3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 456± 0 〃 アタマ 14．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，547，800円 複勝： 45，807，200円 枠連： 27，013，500円
馬連： 74，517，000円 馬単： 30，307，000円 ワイド： 46，838，100円
3連複： 110，366，500円 3連単： 122，129，300円 計： 490，526，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 490円 � 1，510円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 4，020円 �� 9，090円

3 連 複 ��� 45，350円 3 連 単 ��� 158，390円

票 数

単勝票数 計 335478 的中 � 78456（1番人気）
複勝票数 計 458072 的中 � 92487（1番人気）� 21571（8番人気）� 6270（14番人気）
枠連票数 計 270135 的中 （5－8） 26914（3番人気）
馬連票数 計 745170 的中 �� 20500（7番人気）
馬単票数 計 303070 的中 �� 5599（10番人気）
ワイド票数 計 468381 的中 �� 11955（10番人気）�� 2958（46番人気）�� 1296（79番人気）
3連複票数 計1103665 的中 ��� 1825（135番人気）
3連単票数 計1221293 的中 ��� 559（515番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．7―10．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．2―44．1

上り4F44．3－3F33．9
勝馬の
紹 介

ボ ナ デ ア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．17 中山9着

2015．2．7生 牝3鹿 母 コンコルディア 母母 コンクラーベ 7戦1勝 賞金 7，750，000円

21128 9月1日 小雨 不良 （30新潟2）第11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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 サ ラ ー ブ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508－ 21：52．3 3．1�
58 ポルカシュネル 牝3鹿 52

50 △藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－ 21：52．51� 10．2�
46 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 52 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 476± 0 〃 クビ 8．6�
713 アルセナーレ 牝5鹿 55 石橋 脩 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 516－ 41：53．13� 3．5�
47 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 498＋ 21：53．41� 8．5	
34 フジノシャイン 牝3鹿 52 丸田 恭介遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 472－ 61：53．5� 130．1

815 サイモンジルバ 牝3鹿 52 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 442＋ 81：53．71� 10．2�
22 オデュッセイア 牝3栗 52

51 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 462＋ 21：53．8クビ 31．9�
23 プリンセスタイム 牝4鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 460＋221：54．54 311．2
11 ジェイエルノブレス 牝3鹿 52

49 ▲木幡 育也橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 440－ 21：54．71� 20．3�
35 タツオウカランブ 牝3栗 52 柴田 善臣鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 484± 01：54．8� 38．6�
59 シ ー ホ ー ス 牝3栗 52 北村 宏司草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 21：55．22� 74．0�
814 エバーパッション 牝5青鹿55 宮崎 北斗宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454＋141：56．68 368．5�
611 マ ク ル ー バ 牝3芦 52 大野 拓弥畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 468＋ 41：57．55 12．3�
610 グリズリダンス 牝3鹿 52 嘉藤 貴行石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 466± 01：58．67 101．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，025，400円 複勝： 55，635，500円 枠連： 22，499，200円
馬連： 82，922，100円 馬単： 35，668，500円 ワイド： 56，066，200円
3連複： 107，221，800円 3連単： 123，389，100円 計： 522，427，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 320円 � 220円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 950円 �� 930円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 25，120円

票 数

単勝票数 計 390254 的中 � 98314（1番人気）
複勝票数 計 556355 的中 � 95442（2番人気）� 39233（7番人気）� 64983（3番人気）
枠連票数 計 224992 的中 （5－7） 20661（4番人気）
馬連票数 計 829221 的中 �� 29825（8番人気）
馬単票数 計 356685 的中 �� 8646（9番人気）
ワイド票数 計 560662 的中 �� 15293（10番人気）�� 15674（9番人気）�� 9992（19番人気）
3連複票数 計1072218 的中 ��� 10948（24番人気）
3連単票数 計1233891 的中 ��� 3561（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．0―49．0―1：01．5―1：14．2―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ ー ブ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．9．16 中山3着

2015．3．18生 牝3鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 4戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マクルーバ号・グリズリダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月

1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） 1頭 マースチェル号
（非抽選馬） 2頭 パフォーム号・ペイシャリサ号



21129 9月1日 曇 重 （30新潟2）第11日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 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

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

33 ニシノアモーレ 牝4栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 426－ 21：59．5 10．2�
55 ヒシヴィクトリー 牡3黒鹿54 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 478－ 21：59．6� 3．7�
44 アンネリース 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 クビ 3．2�
11 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506± 02：00．23� 19．9�
810 エイブルボス 牡6黒鹿57 田中 勝春中澤 隆氏 和田 勇介 新ひだか 山際牧場 472＋ 6 〃 クビ 115．6�
79 ルックスマート 牡3鹿 54 津村 明秀平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 480－ 42：00．41 12．5	
66 タンタフエルサ 牡3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 62：00．72 3．1

78 キングズテソーロ 牡3栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 450－102：01．02 89．5�
22 アーザムブルー 牡4黒鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 462－ 62：01．74 9．8
811 ショウナンバリウス 牡3黒鹿54 丸田 恭介国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 82：02．87 223．8�
67 エ デ ィ ク ト 牡5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 和田 勇介 日高 下河辺牧場 480－ 62：03．44 95．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，812，600円 複勝： 43，806，100円 枠連： 13，585，100円
馬連： 77，287，600円 馬単： 35，412，600円 ワイド： 44，533，800円
3連複： 91，538，900円 3連単： 153，821，200円 計： 495，797，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 150円 � 140円 枠 連（3－5） 2，060円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 590円 �� 400円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 358126 的中 � 27918（5番人気）
複勝票数 計 438061 的中 � 43687（4番人気）� 81320（3番人気）� 93355（2番人気）
枠連票数 計 135851 的中 （3－5） 5087（7番人気）
馬連票数 計 772876 的中 �� 33115（7番人気）
馬単票数 計 354126 的中 �� 6121（20番人気）
ワイド票数 計 445338 的中 �� 17142（9番人気）�� 26899（4番人気）�� 57623（1番人気）
3連複票数 計 915389 的中 ��� 55191（2番人気）
3連単票数 計1538212 的中 ��� 9216（42番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．7―11．9―12．1―12．2―12．1―11．7―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―35．5―47．4―59．5―1：11．7―1：23．8―1：35．5―1：46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアモーレ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．13 新潟1着

2014．3．24生 牝4栗 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 16戦3勝 賞金 31，563，000円

21130 9月1日 曇 重 （30新潟2）第11日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

68 ランガディア 牡4黒鹿57 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482± 01：46．6 4．4�
710 ウインイクシード 牡4黒鹿57 宮崎 北斗�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 482－ 21：46．81� 13．5�
79 ウインシトリン 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436－ 6 〃 アタマ 29．0�
55 ダノンキングダム 牡4栗 57 津村 明秀�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：46．9	 3．2�
11 コ ー カ ス 牡4鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 8 〃 クビ 6．7�
56 ミ ネ ッ ト 牝5鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B458＋ 21：47．0クビ 31．3	
44 ハナレイムーン 牝4鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 クビ 8．5

22 ジークカイザー 牡5鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋101：47．1クビ 21．5�
67 
 パブリックフレンド 牡6青 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 476± 01：48．05 290．5
33 キャンディケイン 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 61：48．1クビ 4．1�
811 ドラゴンズタイム 牡7鹿 57 大庭 和弥窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 436－141：48．42 485．7�
812
 ミュートロギア 牡5青鹿57 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B492－101：49．25 68．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，339，300円 複勝： 69，959，500円 枠連： 20，615，400円
馬連： 117，014，700円 馬単： 49，821，800円 ワイド： 66，077，400円
3連複： 145，526，900円 3連単： 204，252，300円 計： 723，607，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 330円 � 540円 枠 連（6－7） 2，210円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，760円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 16，290円 3 連 単 ��� 69，030円

票 数

単勝票数 計 503393 的中 � 91053（3番人気）
複勝票数 計 699595 的中 � 110219（2番人気）� 53201（6番人気）� 28894（8番人気）
枠連票数 計 206154 的中 （6－7） 7209（11番人気）
馬連票数 計1170147 的中 �� 31401（13番人気）
馬単票数 計 498218 的中 �� 7945（20番人気）
ワイド票数 計 660774 的中 �� 17037（11番人気）�� 9604（21番人気）�� 8069（24番人気）
3連複票数 計1455269 的中 ��� 6698（54番人気）
3連単票数 計2042523 的中 ��� 2145（231番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．1―12．2―12．0―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．0―47．1―59．3―1：11．3―1：22．7―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランガディア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．7 新潟1着

2014．1．27生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 7戦4勝 賞金 44，980，000円



21131 9月1日 曇 重 （30新潟2）第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
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55�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：31．5
1：30．7

良
良

79 キョウワゼノビア 牝5黒鹿55 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480－ 61：34．3 24．6�
55 キ ロ ハ ナ 牡6鹿 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 17．2�
67 ミュージアムヒル 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 アタマ 2．7�
78 アルジャンテ 牝5芦 55 石橋 脩 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：34．5� 12．1�
810 ウイングチップ 	6黒鹿57 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492± 01：34．6� 41．4	
33 レッドオルガ 牝4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：34．7
 3．2

66 ネオスターダム 牡6黒鹿57 北村 宏司一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 ハナ 24．3�
44 ワンダープチュック 牡4黒鹿57 江田 照男山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 484－ 61：34．91
 3．7�
11 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 木幡 巧也坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498＋ 81：35．21� 17．8
811 ルグランパントル 	6鹿 57 三浦 皇成 �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 476± 0 〃 クビ 144．7�
22 � キングクリチャン 牡9栗 57 山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B516＋ 61：36．47 255．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 83，473，800円 複勝： 93，373，100円 枠連： 39，362，200円
馬連： 235，011，000円 馬単： 104，347，900円 ワイド： 118，057，100円
3連複： 307，929，700円 3連単： 547，999，800円 計： 1，529，554，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 440円 � 370円 � 150円 枠 連（5－7） 5，120円

馬 連 �� 14，420円 馬 単 �� 37，510円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 1，190円 �� 910円

3 連 複 ��� 15，770円 3 連 単 ��� 182，580円

票 数

単勝票数 計 834738 的中 � 27136（8番人気）
複勝票数 計 933731 的中 � 44523（8番人気）� 54797（7番人気）� 227883（1番人気）
枠連票数 計 393622 的中 （5－7） 5951（16番人気）
馬連票数 計2350110 的中 �� 12623（30番人気）
馬単票数 計1043479 的中 �� 2086（65番人気）
ワイド票数 計1180571 的中 �� 7145（31番人気）�� 25816（14番人気）�� 34400（9番人気）
3連複票数 計3079297 的中 ��� 14641（47番人気）
3連単票数 計5479998 的中 ��� 2176（358番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．8―12．1―11．5―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．5―36．3―48．4―59．9―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワゼノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．1．17 京都3着

2013．3．13生 牝5黒鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 22戦5勝 賞金 79，088，000円

21132 9月1日 曇 重 （30新潟2）第11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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 � オーロリンチェ 牝3栗 53 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm
& Tenlane Farm 482＋ 21：11．2 1．5�

814 ド リ ュ ウ 牡3栗 55 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 81：11．3	 6．0�
59 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 474＋ 21：11．93	 6．0�
611� メダーリアフレイム 
4鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B464－ 21：12．0クビ 81．8�
11 コウユーホクト 牡3鹿 55

53 △藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 500＋ 6 〃 クビ 34．4�

46 � リアリゾンルレーヴ 牝5鹿 55 内田 博幸吉田 和子氏 池上 昌和 米
Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B484＋ 81：12．21� 130．0	
35 コスモコレクション 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 486＋ 21：12．41 24．9

815� ケンユキノオー 牡4黒鹿57 北村 宏司中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 436－ 81：12．61� 47．5�
22 ナムラファラー 牡3黒鹿55 津村 明秀奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 466± 01：12．7	 37．3�
58 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 470－ 61：12．8	 35．0
34 � サーロンドン 
4青鹿57 丸田 恭介窪田 芳郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 474－271：12．9	 188．6�
23 � モードザナゲット 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 514＋ 61：13．53	 423．9�
712 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 470－ 41：13．92	 69．3�
713 メガポリゴン 牡4鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 520－161：14．11� 17．3�
610 スリーミネルバ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 450＋ 61：14．2	 114．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 69，901，100円 複勝： 183，920，900円 枠連： 35，501，500円
馬連： 150，099，700円 馬単： 84，742，900円 ワイド： 100，044，300円
3連複： 206，118，300円 3連単： 370，833，900円 計： 1，201，162，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 699011 的中 � 372437（1番人気）
複勝票数 計1839209 的中 � 1198516（1番人気）� 136234（3番人気）� 151126（2番人気）
枠連票数 計 355015 的中 （4－8） 67485（2番人気）
馬連票数 計1500997 的中 �� 270424（2番人気）
馬単票数 計 847429 的中 �� 117657（2番人気）
ワイド票数 計1000443 的中 �� 123201（2番人気）�� 141157（1番人気）�� 54569（3番人気）
3連複票数 計2061183 的中 ��� 220982（1番人気）
3連単票数 計3708339 的中 ��� 146654（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロリンチェ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Meadowlake デビュー 2017．12．9 中山1着

2015．4．9生 牝3栗 母 It’schemistrybaby 母母 Not So Pleasant 4戦2勝 賞金 17，500，000円



（30新潟2）第11日 9月1日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 170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
厩務員出走奨励金

182，370，000円
5，180，000円
17，850，000円
1，150，000円
20，110，000円
69，163，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
487，152，200円
825，866，800円
236，729，600円
1，025，950，500円
503，068，700円
639，851，000円
1，367，731，900円
2，103，570，700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
計 7，189，921，400円

総入場人員 10，652名 （有料入場人員 8，976名）
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