
21085 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00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

24 シャドウセッション 牡2鹿 54 内田 博幸飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 61：21．8 1．9�
715 ウインレフィナード 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 430－ 61：22．11� 6．1�
611 マ ロ リ ン 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：22．2� 13．7�
818 ツクバソヴァール 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 456＋ 21：22．51� 209．2�
47 サトノプロミネント 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋101：22．6� 20．4�
59 コロポックル 牝2鹿 54 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 2 〃 ハナ 168．1

23 カ メ チ ャ ン 牝2黒鹿54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 456＋ 41：22．7� 28．9�
11 ヤサカリベルテ 牡2栗 54

52 △藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 454＋ 81：22．8クビ 14．6�
817 フラッシュノワール 牡2黒鹿54 北村 宏司 	キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 470＋14 〃 クビ 18．0
510 グリーンティー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 424＋ 41：23．11� 6．0�
816 トーアマーブル 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 420＋101：23．2クビ 211．8�
48 ジェイドパンニャー 牝2黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394－ 41：23．3� 193．4�
35 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54 原田 和真山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 446＋ 41：23．62 397．8�
714 ダンスナンバー 牝2栗 54 丸田 恭介 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 442＋101：23．7クビ 391．6�
713 サイゴウパワー 牡2栗 54 西田雄一郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 444＋161：24．02 221．2�
612 ウ ォ リ ア ー 牡2黒鹿54 横山 和生平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 41：24．63� 500．2�
36 マイネルライズ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 日高 庫宝牧場 504＋101：24．7� 379．1�
12 セイウンカイザー 牡2黒鹿54 石川裕紀人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 450－ 41：25．02 59．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，488，200円 複勝： 44，812，900円 枠連： 12，511，800円
馬連： 57，600，100円 馬単： 30，009，100円 ワイド： 38，575，300円
3連複： 82，356，000円 3連単： 104，175，000円 計： 399，528，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 250円 �� 410円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 294882 的中 � 130474（1番人気）
複勝票数 計 448129 的中 � 175458（1番人気）� 60419（3番人気）� 32731（4番人気）
枠連票数 計 125118 的中 （2－7） 20732（1番人気）
馬連票数 計 576001 的中 �� 87034（1番人気）
馬単票数 計 300091 的中 �� 28848（1番人気）
ワイド票数 計 385753 的中 �� 44003（2番人気）�� 23256（3番人気）�� 10883（10番人気）
3連複票数 計 823560 的中 ��� 40716（2番人気）
3連単票数 計1041750 的中 ��� 15253（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―33．8―45．7―57．9―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 16，17（2，15）（9，13）（8，10，18）（3，4）14（1，5）7（6，11）＝12 4 ・（16，17）15（2，13）（10，18）（9，8）4（3，14）（5，7，11）（1，6）＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャドウセッション �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．3 東京5着

2016．3．21生 牡2鹿 母 アンコールピース 母母 トレアンサンブル 3戦1勝 賞金 7，700，000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 シロボシ号・ドラゴンエナジー号

21086 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第2競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時30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
2：24．6
2：22．1

良
良

47 アルビオリクス 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：27．1 2．4�
713 ワークジュニア 牡3黒鹿56 内田 博幸荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 452－102：27．52� 28．2�
59 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 464＋102：27．6� 2．9�
34 ディアローグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 青木 孝文 新ひだか 木村 秀則 496＋ 8 〃 クビ 5．9�
22 ソリフロール 牝3黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 458＋102：27．7クビ 7．8	
58 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 柴田 大知エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 444＋ 62：27．8� 20．3

815 ミッキーアトアニ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也野田みづき氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B480－ 22：27．9クビ 95．3�
610 ボウルオブチェリー 牡3鹿 56 杉原 誠人 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 432－ 42：28．11� 70．4�
814 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：28．63 21．0
23 バーキンブライアン 牝3栗 54 嶋田 純次新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 438± 0 〃 ハナ 325．8�
35 ケンレヴァンテ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 394＋ 22：28．7� 117．6�

11 レコンキスタシチー 牡3栗 56
54 △藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 浦河 桑田牧場 474＋ 42：29．23 60．5�

46 ネイビークロス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 0 〃 クビ 162．8�
611 エレガントテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 安平 追分ファーム 442＋242：29．3� 110．0�
712 アスクヴション 牡3黒鹿56 武士沢友治廣崎 利洋氏 青木 孝文 平取 清水牧場 466＋ 22：29．4� 251．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，640，000円 複勝： 44，072，800円 枠連： 13，103，100円
馬連： 53，739，300円 馬単： 29，028，000円 ワイド： 35，657，000円
3連複： 80，285，000円 3連単： 110，254，000円 計： 392，779，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 380円 � 110円 枠 連（4－7） 3，110円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 850円 �� 170円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 12，530円

票 数

単勝票数 計 266400 的中 � 88646（1番人気）
複勝票数 計 440728 的中 � 149677（1番人気）� 14614（7番人気）� 111039（2番人気）
枠連票数 計 131031 的中 （4－7） 3255（11番人気）
馬連票数 計 537393 的中 �� 14088（10番人気）
馬単票数 計 290280 的中 �� 4826（14番人気）
ワイド票数 計 356570 的中 �� 8882（12番人気）�� 70784（1番人気）�� 9782（10番人気）
3連複票数 計 802850 的中 ��� 34183（6番人気）
3連単票数 計1102540 的中 ��� 6379（33番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―10．8―11．5―12．8―14．2―12．8―12．4―12．2―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―35．4―46．9―59．7―1：13．9―1：26．7―1：39．1―1：51．3―2：03．3―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
1，9（3，7）（5，4，11）（2，8，12，14）（10，15）－（6，13）・（1，7）（9，11）（4，15）3（8，14，2）（5，12，13）10，6

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

勝馬の
紹 介

アルビオリクス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2017．11．26 東京2着

2015．1．30生 牡3鹿 母 スカイディーバ 母母 Swift Girl 7戦1勝 賞金 13，850，000円

第２回 新潟競馬 第８日
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



21087 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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

610 トニーハピネス 牝3栗 54
52 △藤田菜七子トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 422＋ 21：56．1 26．3�

34 トーアスサノオー 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 B456＋ 61：56．2� 124．2�

35 レッドアグラード 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 512－ 81：56．3クビ 15．3�

11 メモリーブレッド 牡3鹿 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B508＋ 21：56．51� 35．2�
46 オ オ イ リ 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 B494＋101：56．6クビ 26．9�
59 ドミネーター 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 502± 01：56．7� 4．1	
712 カネトシダウティ 牡3鹿 56 西田雄一郎兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 B448± 0 〃 ハナ 265．1

713 サトノプレスト 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：57．23 7．7�
47 ハッピーファースト 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 前田牧場 502＋ 21：57．52 310．5�
611 バトルフガクオウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 472＋ 21：57．6� 2．5
58 プロットデバイス 牡3黒鹿56 津村 明秀 �社台レースホース伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B570＋ 81：58．02� 29．3�
814 ヤマニンウリエル 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 484＋141：58．74 95．0�
815 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム B444± 01：59．44 4．5�
23 ロジフレンチ 牡3鹿 56 石橋 脩久米田正明氏 国枝 栄 新冠 飛渡牧場 508－ 21：59．71� 31．3�
22 ド ゥ エ ン デ 牡3鹿 56 丸田 恭介小林 由明氏 奥村 武 日高 ヤナガワ牧場 494－ 82：01．29 78．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，750，300円 複勝： 41，952，500円 枠連： 13，392，500円
馬連： 58，349，500円 馬単： 30，144，600円 ワイド： 38，113，800円
3連複： 77，773，300円 3連単： 103，126，100円 計： 389，602，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 970円 � 2，880円 � 510円 枠 連（3－6） 1，570円

馬 連 �� 125，260円 馬 単 �� 221，650円

ワ イ ド �� 27，750円 �� 5，470円 �� 12，160円

3 連 複 ��� 391，470円 3 連 単 ��� 3，250，710円

票 数

単勝票数 計 267503 的中 � 8116（6番人気）
複勝票数 計 419525 的中 � 11377（8番人気）� 3627（13番人気）� 23256（5番人気）
枠連票数 計 133925 的中 （3－6） 6578（7番人気）
馬連票数 計 583495 的中 �� 361（78番人気）
馬単票数 計 301446 的中 �� 102（141番人気）
ワイド票数 計 381138 的中 �� 353（77番人気）�� 1809（38番人気）�� 808（62番人気）
3連複票数 計 777733 的中 ��� 149（255番人気）
3連単票数 計1031261 的中 ��� 23（1648番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．6―13．1―12．9―12．7―13．0―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．9―50．0―1：02．9―1：15．6―1：28．6―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．5
1
3
10，8，2，4，13（12，14）15－（7，11）5（1，6，9）－3
10，8－（4，2，13）5（14，9）（12，11）6（1，15）（7，3）

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

勝馬の
紹 介

トニーハピネス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フオテイテン デビュー 2017．8．19 新潟9着

2015．1．31生 牝3栗 母 ミッシェルラブ 母母 マックスエイト 7戦1勝 賞金 5，500，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔制裁〕 メモリーブレッド号の調教師小笠倫弘は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドゥエンデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ファルステーロ号・フォルミダーブル号

21088 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

45 トーヨーピース 牡4鹿 60 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 480＋ 63：04．1 6．3�
33 バイオンディップス 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526－ 43：04．31� 22．2�
813 フォルテメンテ 牡4鹿 60 江田 勇亮伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 518＋ 23：04．61� 66．8�
34 � メ リ オ ラ 牡4鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 434＋ 23：04．81� 2．2�
711 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 524＋ 8 〃 ハナ 4．6�
57 パイロキシン 牡6栗 60 高野 和馬加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 492＋ 23：05．54 32．9�
22 オメガタックスマン 牡6鹿 60 白浜 雄造原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 03：05．92
 9．3	
58 � アカネバローロ 牝5鹿 58 山本 康志ライオンレースホース
 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486－ 23：06．0
 126．7�
11 ショウナンダリア 牝4青鹿58 上野 翔国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 486－ 23：06．1� 49．2�
712 レジェンドパワー �6黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444＋ 83：06．31� 15．1
610 ユキノマルガリータ 牝8鹿 58 浜野谷憲尚井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか フジワラフアーム 488＋163：07．68 55．0�
814 スマートカルロス 牡6鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468－ 83：08．55 9．9�
69 マーブルタンギー 牡3鹿 58 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 468－ 23：09．24 104．6�
46 タイキオールブルー 牡6青鹿60 森 一馬�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 452＋ 63：10．47 83．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，642，000円 複勝： 23，368，800円 枠連： 12，907，900円
馬連： 39，971，600円 馬単： 20，950，500円 ワイド： 24，824，000円
3連複： 60，118，100円 3連単： 83，003，400円 計： 284，786，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 620円 � 1，100円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 13，230円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 4，000円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 87，720円 3 連 単 ��� 345，840円

票 数

単勝票数 計 196420 的中 � 24642（3番人気）
複勝票数 計 233688 的中 � 31052（3番人気）� 9305（7番人気）� 4889（11番人気）
枠連票数 計 129079 的中 （3－4） 16120（2番人気）
馬連票数 計 399716 的中 �� 3808（23番人気）
馬単票数 計 209505 的中 �� 1187（40番人気）
ワイド票数 計 248240 的中 �� 2522（26番人気）�� 1598（38番人気）�� 1143（49番人気）
3連複票数 計 601181 的中 ��� 514（155番人気）
3連単票数 計 830034 的中 ��� 174（778番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 49．8－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーヨーピース �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．11．6 京都9着

2014．2．24生 牡4鹿 母 ドラゴンフラワー 母母 マジカルウーマン 障害：5戦1勝 賞金 12，900，000円
〔発走状況〕 メリオラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 メリオラ号の騎手金子光希は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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 コンゴウリキ号・ジョーカーワイルド号・ブルーガーディアン号



21089 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20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
1：33．4
1：32．3

良
良

34 プロスペリティ 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434 ―1：35．8 4．9�
58 ミリオンスターズ 牝2鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 418 ―1：35．9� 5．1�
45 サルトアトランテ 牝2鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ― 〃 クビ 6．3�
11 オレンジオレンジ 牝2鹿 54 津村 明秀飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：36．32� 3．9�
22 ローズギフト 牝2鹿 54 的場 勇人和泉 憲一氏 田中 博康 新ひだか 北洋牧場 B480 ―1：36．51� 77．8	
33 マルブツメロディー 牝2鹿 54 柴田 大知大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 500 ―1：36．82 24．0

711 ラ バ ー ブ 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．9クビ 8．2�
69 ケ イ ス タ ー 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 446 ―1：37．0� 41．3�

46 ア デ リ ナ 牝2黒鹿54 大野 拓弥ニューワールドレー
シング� 安田 翔伍 新ひだか 沖田 博志 482 ―1：37．1� 22．4

57 トーセンジェード 牝2栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 496 ―1：38．37 10．8�

712 セイウンメラビリア 牝2青鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 462 ―1：38．4� 39．6�
814 フラワーパレス 牝2鹿 54 横山 和生平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 高橋 修 452 ―1：38．71� 193．1�
610 ア ラ ニ 牝2栗 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 462 ―1：39．12� 159．3�
813 シナモンシュガー 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 442 ―1：42．1大差 153．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，442，600円 複勝： 36，977，900円 枠連： 14，751，300円
馬連： 54，606，300円 馬単： 24，508，400円 ワイド： 31，759，300円
3連複： 64，465，400円 3連単： 80，362，700円 計： 338，873，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 170円 � 210円 枠 連（3－5） 700円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 370円 �� 580円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 314426 的中 � 53296（2番人気）
複勝票数 計 369779 的中 � 68293（1番人気）� 55828（3番人気）� 41272（5番人気）
枠連票数 計 147513 的中 （3－5） 16180（1番人気）
馬連票数 計 546063 的中 �� 32645（4番人気）
馬単票数 計 245084 的中 �� 7558（6番人気）
ワイド票数 計 317593 的中 �� 23184（1番人気）�� 13665（6番人気）�� 11597（8番人気）
3連複票数 計 644654 的中 ��� 17392（6番人気）
3連単票数 計 803627 的中 ��� 3437（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．7―48．5―1：01．2―1：12．9―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．6
3 ・（6，8）14（5，4）（1，7）（9，10）3（11，12）－（13，2） 4 6，8（5，4，14）（1，7）（9，10）（3，11，12）－2＝13

勝馬の
紹 介

プロスペリティ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．4．8生 牝2黒鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シナモンシュガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19日まで平地

競走に出走できない。

21090 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時50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

815 ダノンジャスティス 牡2鹿 54 石橋 脩�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492 ―1：24．0 2．0�
714 エスプランデル 牡2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486 ―1：24．21� 5．4�
713 カステヘルミ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 440 ―1：24．41� 68．5�
35 ホウオウカトリーヌ 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468 ―1：24．5クビ 11．4�
23 スペキュラース 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：24．81	 13．7	
11 ラウズアップ 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 416 ―1：24．9� 415．8

24 
 ボストンテソーロ 牝2鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 470 ― 〃 ハナ 6．5�

611 リンガスハット 牝2栗 54
52 △藤田菜七子伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 438 ― 〃 クビ 53．2�

47 スターアイランド 牝2鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 404 ―1：25．0� 10．9
510 ボルンタード 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 454 ―1：25．21� 258．6�
36 シゲルリンカイセキ 牡2青鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 粕谷 昌央 新冠 石田牧場 450 ― 〃 クビ 284．7�
59 マイネルエストック 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 シンボリ牧場 478 ―1：25．41� 30．8�
12 トモジャナイト 牡2栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B506 ―1：25．5	 60．1�
48 ポルタメント 牡2栗 54 石川裕紀人前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 450 ― 〃 クビ 67．3�
816 ワ ン ネ ス 牡2鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 514 ―1：25．71� 126．9�
612 セ イ ガ イ ハ 牡2栗 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 444 ―1：26．12� 459．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，801，900円 複勝： 44，179，900円 枠連： 15，724，100円
馬連： 60，096，200円 馬単： 31，123，800円 ワイド： 37，492，800円
3連複： 73，666，400円 3連単： 97，665，100円 計： 398，750，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 680円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，800円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 15，580円

票 数

単勝票数 計 388019 的中 � 157234（1番人気）
複勝票数 計 441799 的中 � 132992（1番人気）� 68844（2番人気）� 10151（8番人気）
枠連票数 計 157241 的中 （7－8） 22571（2番人気）
馬連票数 計 600962 的中 �� 82905（1番人気）
馬単票数 計 311238 的中 �� 30012（1番人気）
ワイド票数 計 374928 的中 �� 41215（1番人気）�� 4864（21番人気）�� 3080（27番人気）
3連複票数 計 736664 的中 ��� 10493（16番人気）
3連単票数 計 976651 的中 ��� 4544（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．7―49．3―1：01．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 ・（5，9，13）（2，3，14）（1，11，15）（6，4）（10，12）7（8，16） 4 ・（5，9，13）（2，3，14）（1，11，15）（6，4）（7，12）10，16，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジャスティス �
�
父 Kingman �

�
母父 Aldebaran 初出走

2016．3．16生 牡2鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルエストック号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・

2番）



21091 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時20分 （ダート・左）

牝，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

34 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿 54
52 △藤田菜七子�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 438－ 21：12．3 18．0�

815 ティアップアリア 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 458＋ 81：12．51� 28．0�

712 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 戸崎 圭太野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 460－ 21：12．71� 14．7�
814 レガロデルソル 牝3鹿 54 津村 明秀�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 492± 01：13．01� 2．5�
22 ル リ エ フ 牝3芦 54 大野 拓弥�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 476＋101：13．21� 30．8	
610 ブロンドキュート 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B452＋141：13．3� 14．0

47 マコトエギエネス 牝3栗 54 北村 宏司�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 456＋101：13．4クビ 12．4�
35 エリープラネット 牝3栗 54 内田 博幸谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 428＋ 4 〃 クビ 7．9�
611 サクラメント 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 平野牧場 500± 01：13．61� 222．6
46 フィールグッド 牝3鹿 54 横山 和生小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 448＋101：13．81 4．3�
11 スターライトキス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 21：14．54 9．4�
713 ダブルミリオン 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 466＋ 41：14．6クビ 28．1�
59 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 中井 裕二志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 B474＋ 41：14．91� 92．5�
23 キョウエイダブリン 牝3青 54 原田 和真田中 晴夫氏 伊藤 大士 新冠 スカイビーチステーブル B448＋ 71：15．43 534．4�
58 グリーンケープ 牝3鹿 54 杉原 誠人ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530 ―1：17．2大差 183．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，002，500円 複勝： 49，411，200円 枠連： 18，023，800円
馬連： 73，320，100円 馬単： 33，630，500円 ワイド： 47，226，600円
3連複： 93，730，400円 3連単： 109，927，000円 計： 459，272，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 580円 � 710円 � 400円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 30，010円 馬 単 �� 51，890円

ワ イ ド �� 6，720円 �� 3，260円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 108，820円 3 連 単 ��� 731，160円

票 数

単勝票数 計 340025 的中 � 15112（8番人気）
複勝票数 計 494112 的中 � 22263（8番人気）� 17714（9番人気）� 34446（4番人気）
枠連票数 計 180238 的中 （3－8） 21769（2番人気）
馬連票数 計 733201 的中 �� 1893（57番人気）
馬単票数 計 336305 的中 �� 486（105番人気）
ワイド票数 計 472266 的中 �� 1799（57番人気）�� 3747（37番人気）�� 3834（35番人気）
3連複票数 計 937304 的中 ��� 646（184番人気）
3連単票数 計1099270 的中 ��� 109（1124番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．1―12．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．3―48．0―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（4，10，11）（2，13，7）（1，6，12）3，14，5，15－9＝8 4 ・（4，10）11（2，13，7）（1，3，6，12）（5，14）15－9＝8

勝馬の
紹 介

ラ イ ゴ ッ ド �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．3．11 中山11着

2015．3．7生 牝3黒鹿 母 リバティープリント 母母 エアリバティー 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーンケープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19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 ドリームジャンボ号・ノーブルウラノス号

21092 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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 7，500，000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

814� タイセイヴィクター �5鹿 57
56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 502± 01：53．5 96．4�

22 ドゥラリュール �5栗 57 大野 拓弥平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：54．13� 4．3�
815 ショウナンサリュー 牡4芦 57 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 486－ 2 〃 クビ 3．0�
713 リョウランヒーロー 牡4黒鹿57 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 478－ 41：54．31	 11．2�
11 ポ ン ト ス 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B466－ 41：54．4� 8．5�
23 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 武士沢友治�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432± 01：54．61� 176．6	
46 ネ コ ワ シ 牡3鹿 54 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 B504＋ 21：54．7� 18．3

611 アルーフクライ 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．8
 9．9�
58 � ダイヤグラム 牡4鹿 57 丸田 恭介小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 512＋121：55．43� 69．4�
47 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿 55

53 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 中神牧場 528－ 41：55．82� 22．5
34 ジャコバイティズム 牡6青鹿57 戸崎 圭太野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 476± 01：55．9� 5．2�
35 フジマサクイーン 牝4鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B468＋201：56．0� 47．7�
712 スズカプリティー 牝7鹿 55

52 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466＋ 61：56．21 253．6�
610 グランドバローズ �5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 ハナ 28．1�
59 パルフェット 牡4鹿 57 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 544＋101：57．26 462．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，682，600円 複勝： 48，918，900円 枠連： 19，842，800円
馬連： 82，028，600円 馬単： 34，196，900円 ワイド： 50，053，200円
3連複： 104，474，600円 3連単： 120，584，900円 計： 494，782，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，640円 複 勝 � 1，640円 � 190円 � 150円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 20，800円 馬 単 �� 59，780円

ワ イ ド �� 5，560円 �� 3，920円 �� 400円

3 連 複 ��� 20，540円 3 連 単 ��� 300，420円

票 数

単勝票数 計 346826 的中 � 2876（12番人気）
複勝票数 計 489189 的中 � 5242（12番人気）� 70277（3番人気）� 105612（1番人気）
枠連票数 計 198428 的中 （2－8） 23163（1番人気）
馬連票数 計 820286 的中 �� 3055（44番人気）
馬単票数 計 341969 的中 �� 429（103番人気）
ワイド票数 計 500532 的中 �� 2163（46番人気）�� 3089（41番人気）�� 35789（1番人気）
3連複票数 計1044746 的中 ��� 3814（63番人気）
3連単票数 計1205849 的中 ��� 291（656番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．7―13．3―12．6―12．5―12．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．1―50．4―1：03．0―1：15．5―1：28．3―1：40．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�タイセイヴィクター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kingmambo

2013．2．27生 �5鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest 10戦1勝 賞金 10，400，000円
初出走 JRA



21093 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走14時25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 266，000円 76，000円 38，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

33 サトノキングダム 牡5鹿 57 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 21：45．7 3．1�
79 � スパイラルダイブ 牡4青鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：46．33	 1．6�
55 サトノオニキス 牝5黒鹿55 木幡 巧也 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：46．51	 26．6�
44 ゼンノタヂカラオ 
5黒鹿57 津村 明秀大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 498＋ 2 〃 アタマ 8．2�
11 スーパーブレイク 牡4黒鹿57 内田 博幸堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462－ 21：46．92	 7．7�
66 マイネルベレーロ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 41：47．75 99．3	
78 パワースピネル 牝3鹿 52 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 418－ 41：47．91	 356．1

811 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 486＋ 41：48．21� 169．0�
22 レインボーナンバー 牡3黒鹿54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466＋101：48．3クビ 46．3
67 パズルリンクス 牡3黒鹿54 丸田 恭介水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 436＋ 41：49．47 85．7�

（10頭）
810 エピキュリアン 
3鹿 54 大野 拓弥村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，823，100円 複勝： 65，110，500円 枠連： 16，188，900円
馬連： 73，374，100円 馬単： 43，889，500円 ワイド： 35，227，200円
3連複： 73，569，500円 3連単： 146，579，300円 計： 494，762，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 150円 �� 460円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 差引計 408231（返還計 25139） 的中 � 103912（2番人気）
複勝票数 差引計 651105（返還計 42092） 的中 � 112274（2番人気）� 376704（1番人気）� 22235（5番人気）
枠連票数 差引計 161889（返還計 311） 的中 （3－7） 40549（1番人気）
馬連票数 差引計 733741（返還計141521） 的中 �� 221229（1番人気）
馬単票数 差引計 438895（返還計 80342） 的中 �� 52423（2番人気）
ワイド票数 差引計 352272（返還計 81269） 的中 �� 78583（1番人気）�� 16333（7番人気）�� 14842（8番人気）
3連複票数 差引計 735695（返還計309200） 的中 ��� 52209（3番人気）
3連単票数 差引計1465793（返還計580578） 的中 ��� 27259（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．2―48．4―1：00．6―1：12．4―1：23．8―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．3
3 2（4，6）（5，11）（1，3）9，8－7 4 2，6（4，11）（5，3，9）1，8－7

勝馬の
紹 介

サトノキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2015．12．27 中山1着

2013．4．9生 牡5鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 16戦3勝 賞金 63，111，000円
〔競走除外〕 エピキュリアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左腰角部挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エピキュリアン号は，平成30年8月20日から平成30年9月18日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

21094 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．9

良
良

22 ユーキャンスマイル 牡3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：10．9 4．0�

33 ダブルフラット 牡3黒鹿54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 504± 02：11．0� 2．0�

79 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 438－ 22：11．21	 19．0�
55 フォーラウェイ 牡5鹿 57 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 22：11．83� 23．3�
810 スクエアフォールド 
5鹿 57 石川裕紀人 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 468－ 82：12．22� 15．4	
811 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 16．0

78 キークラッカー 牡5鹿 57 横山 和生北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 528＋ 22：12．3� 25．1�
66 プラチナヴォイス 牡4鹿 57 高田 潤本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 524－ 42：12．51	 6．5�
67 ケイブルグラム 牡5鹿 57 柴田 大知 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B520－ 42：12．6� 36．2
11 シャインブライト 牡5芦 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：12．8� 124．2�
44 ヴォウジラール 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520＋22 〃 アタマ 14．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，801，200円 複勝： 66，866，100円 枠連： 27，751，600円
馬連： 140，553，000円 馬単： 62，380，400円 ワイド： 69，472，900円
3連複： 170，470，800円 3連単： 266，226，400円 計： 860，522，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 120円 � 300円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，110円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 568012 的中 � 113284（2番人気）
複勝票数 計 668661 的中 � 105566（2番人気）� 207989（1番人気）� 37572（6番人気）
枠連票数 計 277516 的中 （2－3） 44757（1番人気）
馬連票数 計1405530 的中 �� 227718（1番人気）
馬単票数 計 623804 的中 �� 38063（2番人気）
ワイド票数 計 694729 的中 �� 98399（1番人気）�� 13837（16番人気）�� 25684（7番人気）
3連複票数 計1704708 的中 ��� 47530（7番人気）
3連単票数 計2662264 的中 ��� 16088（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―12．1―12．9―12．2―12．0―11．8―11．7―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．2―47．3―1：00．2―1：12．4―1：24．4―1：36．2―1：47．9―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡3鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 7戦3勝 賞金 35，318，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



21095 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，29．8．19以降30．8．12まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

813 サイタスリーレッド 牡5鹿 57 津村 明秀西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 486＋ 41：10．7 16．8�
68 � スティンライクビー �6青鹿49 江田 照男 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 478＋ 41：11．02 14．5�
56 � ベ ッ ク 牡7栗 55 北村 宏司細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 510－101：11．1クビ 17．9�
812	 オールドベイリー 牡4黒鹿54 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 476＋ 8 〃 ハナ 2．7�
69 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 54 戸崎 圭太吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466± 01：11．2
 4．5�
57 ワンダーヴィーヴァ 牡8青鹿53 横山 和生山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 578＋ 6 〃 クビ 70．8	
45 ドリームドルチェ 牡6青鹿55 柴田 大知ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510＋ 8 〃 アタマ 10．7

11 ヴ ァ ー ノ ン 牡7栗 50 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 506＋ 41：11．4� 94．4�
711 トウショウカウント 牡6栗 53 岩部 純二トウショウ産業� 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 B496＋ 41：11．5� 221．6
44 プ ロ ト コ ル 牡7栗 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B532＋12 〃 クビ 43．0�
710 キョウエイアシュラ 牡11鹿 53 木幡 巧也田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 21：12．24 235．2�
22 	 ベストマッチョ �5黒鹿56 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B484＋ 2 〃 クビ 3．1�
33 キャプテンシップ 牡6鹿 54 石橋 脩玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 516± 01：12．3クビ 86．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，095，200円 複勝： 72，855，700円 枠連： 48，591，400円
馬連： 252，091，600円 馬単： 110，550，200円 ワイド： 104，350，700円
3連複： 332，602，200円 3連単： 560，790，800円 計： 1，555，927，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 480円 � 350円 � 370円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 14，070円 馬 単 �� 27，020円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 3，660円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 53，540円 3 連 単 ��� 331，620円

票 数

単勝票数 計 740952 的中 � 35119（6番人気）
複勝票数 計 728557 的中 � 38460（7番人気）� 56358（5番人気）� 52200（6番人気）
枠連票数 計 485914 的中 （6－8） 73744（2番人気）
馬連票数 計2520916 的中 �� 13885（27番人気）
馬単票数 計1105502 的中 �� 3068（54番人気）
ワイド票数 計1043507 的中 �� 8098（24番人気）�� 7286（28番人気）�� 15081（18番人気）
3連複票数 計3326022 的中 ��� 4659（91番人気）
3連単票数 計5607908 的中 ��� 1226（507番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイタスリーレッド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．8．16 小倉8着

2013．4．24生 牡5鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 23戦6勝 賞金 97，087，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔制裁〕 ヴァーノン号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

21096 8月19日 晴 良 （30新潟2）第8日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，500，000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
53．7
53．7

良
良

713 スノードーナツ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 476± 0 55．3 16．4�
611 プリンセスオーラ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 444＋ 2 〃 クビ 45．2�
11 ハッピーランラン 牝4鹿 55 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 ハナ 40．3�
510 サイドストリート 牝3鹿 52 柴田 大知ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 478＋12 〃 アタマ 6．1�
612 フローラルシトラス 牝3黒鹿 52

50 △藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 412＋ 6 〃 ハナ 9．7	
818 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 55 戸崎 圭太土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 472＋ 6 55．4� 3．2

59 アイアムヒメ 牝3栗 52 内田 博幸玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458± 0 55．5クビ 9．5�
36 ピ カ ピ カ 牝3鹿 52 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 508＋18 〃 ハナ 14．0�
12 ノーブルプルート 牝4鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 476＋ 4 〃 ハナ 210．4
48 サ ブ リ ナ 牝3栃栗52 武士沢友治小原準一郎氏 根本 康広 新ひだか 平野牧場 452－ 4 55．6� 119．9�
817 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 466－ 2 〃 ハナ 28．8�
715� チタンクレバー 牝5青鹿55 村田 一誠鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 436＋ 2 55．81	 14．9�
816 ポ ン ポ ン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 452＋ 6 〃 クビ 44．5�
714 リボンドグレープス 牝5芦 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B414－ 4 55．9クビ 99．5�
35 � モアナブルー 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 クビ 4．3�
24 � ミラクルローカス 牝4青鹿55 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 452＋ 8 56．11� 155．9�
23 � パーソナルベスト 牝6鹿 55 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 酒井牧場 438＋ 9 56．31 530．0�
47 レッドミラベル 牝4芦 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B438＋ 8 56．94 145．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 71，353，400円 複勝： 84，603，300円 枠連： 55，362，500円
馬連： 180，642，600円 馬単： 69，051，400円 ワイド： 103，179，600円
3連複： 278，837，000円 3連単： 345，545，300円 計： 1，188，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 420円 � 970円 � 810円 枠 連（6－7） 2，140円

馬 連 �� 21，960円 馬 単 �� 42，830円

ワ イ ド �� 5，240円 �� 5，650円 �� 12，650円

3 連 複 ��� 184，570円 3 連 単 ��� 1，010，160円

票 数

単勝票数 計 713534 的中 � 34760（8番人気）
複勝票数 計 846033 的中 � 57046（6番人気）� 21968（11番人気）� 26894（9番人気）
枠連票数 計 553625 的中 （6－7） 20016（11番人気）
馬連票数 計1806426 的中 �� 6375（58番人気）
馬単票数 計 690514 的中 �� 1209（108番人気）
ワイド票数 計1031796 的中 �� 5095（54番人気）�� 4725（58番人気）�� 2095（78番人気）
3連複票数 計2788370 的中 ��� 1133（304番人気）
3連単票数 計3455453 的中 ��� 248（1685番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．5―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．0―43．6

上り4F43．2－3F32．8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノードーナツ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．3 福島10着

2014．5．24生 牝4黒鹿 母 エフエロッチ 母母 ロッチラヴウインク 22戦2勝 賞金 19，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ファイブフォース号

４レース目



（30新潟2）第8日 8月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

198，730，000円
9，080，000円
17，980，000円
1，130，000円
21，920，000円
71，388，500円
5，338，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
484，523，000円
623，130，500円
268，151，700円
1，126，373，000円
519，463，300円
615，932，400円
1，492，348，700円
2，128，240，000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 7，258，162，600円

総入場人員 13，851名 （有料入場人員 11，666名）
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