
21097 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05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
1：45．6

良
良

45 クィーンユニバンス 牝2鹿 54 池添 謙一亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：47．4 2．0�
33 ブラックアンバー 牡2黒鹿54 森 泰斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 488－ 61：47．61� 17．1�

（船橋）

22 シックガニアン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 450＋ 2 〃 クビ 22．8�
813 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 470＋ 41：47．91� 59．6�
68 フライトストリーム 牡2黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450± 01：48．53� 54．7	
69 ロードブルームーン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 21：48．6クビ 26．2

56 ルッキングフライ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 21：49．34 58．4�
812 コマノゼニト 牡2鹿 54 石川裕紀人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 452－ 41：50．15 6．8�
57 ピュアヒカリ 牡2鹿 54 柴田 善臣鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 432＋ 61：50．31 3．1
11 プリマコロン 牝2栗 54 田中 勝春�FTU 天間 昭一 新冠 細川農場 472＋ 21：50．61	 126．9�
710 マイネルライズ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 日高 庫宝牧場 500－ 4 〃 アタマ 290．2�
44 マイネルデセーオ 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 むかわ 宇南山牧場 484－ 61：50．81 76．8�
711 ケイアイビリジアン 牡2栗 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 490－ 61：51．12 31．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，952，400円 複勝： 43，380，000円 枠連： 10，823，800円
馬連： 54，807，800円 馬単： 29，156，100円 ワイド： 38，062，400円
3連複： 76，949，600円 3連単： 102，710，500円 計： 385，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 270円 � 350円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 480円 �� 620円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 12，090円

票 数

単勝票数 計 299524 的中 � 121466（1番人気）
複勝票数 計 433800 的中 � 140991（1番人気）� 31742（4番人気）� 23243（5番人気）
枠連票数 計 108238 的中 （3－4） 4951（5番人気）
馬連票数 計 548078 的中 �� 34758（4番人気）
馬単票数 計 291561 的中 �� 13820（5番人気）
ワイド票数 計 380624 的中 �� 21402（4番人気）�� 15932（5番人気）�� 5416（16番人気）
3連複票数 計 769496 的中 ��� 12873（15番人気）
3連単票数 計1027105 的中 ��� 6158（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．0―11．7―12．2―12．5―11．9―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―34．1―45．8―58．0―1：10．5―1：22．4―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F36．9
3 7（5，12）4，6（1，3）－11－（10，2）－13，8－9 4 ・（7，5）（4，12，3）6（1，11）2－（10，13）8，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クィーンユニバンス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京4着

2016．1．7生 牝2鹿 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※マイネルライズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21098 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 グッドジュエリー 牝3芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 458＋ 41：09．4 2．4�
11 フライハイト 牝3青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 41：09．5� 6．5�
47 ユ ウ キ ャ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 452＋ 41：09．82 6．6�
24 ペルネッティア 牝3青鹿 54

52 △藤田菜七子 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 390＋ 41：09．9クビ 18．9�
12 ヨ ツ バ ヒ メ 牝3栗 54 江田 照男�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 404± 01：10．0� 134．0	
23 アーキトレーヴ �3栗 56 伊藤 工真�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 37．0

35 ダイメイジャスミン 牝3鹿 54 佐藤 友則宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 398＋ 61：10．21	 20．4�

（笠松）

817 アンジュパッセ 牝3鹿 54 池添 謙一ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 410－ 2 〃 クビ 46．7�

612 シ ー カ ー 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士松田 整二氏 林 徹 平取 びらとり牧場 B440－ 41：10．3クビ 103．1

715 ニネンイチクミ 牝3栗 54 松岡 正海藤本 彰氏 竹内 正洋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 420－ 41：10．51	 170．8�

36 ク ラ ン ダ ル 牝3鹿 54 的場 勇人ディアレストクラブ� 本間 忍 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋ 2 〃 クビ 316．8�

713 モ シ モ 牝3栗 54 津村 明秀小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 440＋ 41：10．6クビ 3．6�
818 グラッツェミーレ 牝3鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 476± 01：10．7
 71．2�
611 トミケンセーグラ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 フクオカファーム B442－ 61：10．8� 135．7�
714 ウインソリティア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 81：11．01 40．2�
48 セイユウガッツ 牡3栗 56 嘉藤 貴行松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 B470＋ 41：11．1� 371．4�
816� シンティエンディー 牝3芦 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 尾形 和幸 加 Robert G.

Harvey 502＋101：12．59 34．2�
510 グローリアスダイナ 牝3鹿 54 横山 和生日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 480－10 （競走中止） 180．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，389，300円 複勝： 39，644，300円 枠連： 16，809，200円
馬連： 52，825，600円 馬単： 29，034，900円 ワイド： 38，489，800円
3連複： 76，354，100円 3連単： 93，827，900円 計： 376，375，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 210円 枠 連（1－5） 660円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 360円 �� 410円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 293893 的中 � 97678（1番人気）
複勝票数 計 396443 的中 � 102898（1番人気）� 49538（3番人気）� 41496（4番人気）
枠連票数 計 168092 的中 （1－5） 19468（2番人気）
馬連票数 計 528256 的中 �� 51851（2番人気）
馬単票数 計 290349 的中 �� 16019（4番人気）
ワイド票数 計 384898 的中 �� 28381（2番人気）�� 24652（3番人気）�� 11621（7番人気）
3連複票数 計 763541 的中 ��� 32751（4番人気）
3連単票数 計 938279 的中 ��� 10648（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―45．5―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 2（11，13，16）（1，5，7，14）（4，6，10，18）9，8（12，17）－3－15 4 2（11，13）1（5，7，16）14（4，6，10，18）9（8，17）12－3，15

勝馬の
紹 介

グッドジュエリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．7 東京8着

2015．4．27生 牝3芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 グローリアスダイナ号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 グローリアスダイナ号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 グローリアスダイナ号の騎手横山和生は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：9番・

17番・8番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンティエンディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25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 デルマサンブッカ号・ニシノラプランセス号・ホウオウユーミン号・ユナリオンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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９日



21099 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

712 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 486± 01：55．4 2．7�

23 サンマルアナザー 牡3鹿 56 津村 明秀相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 478＋121：55．82� 55．5�
814 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 486－ 4 〃 アタマ 6．0�
611 シ ゲ ノ ブ 牡3黒鹿56 原田 和真玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 496－ 21：56．12 3．4�
34 シカゴジャズ 牡3鹿 56 石川裕紀人ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 41：56．2� 9．0�
47 プ ラ ー ナ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 464－ 41：56．62� 38．1	
46 ゴールドキー 牡3栗 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム B482＋ 21：56．7クビ 12．1

11 シゲルヤングコーン 牡3鹿 56 柴田 善臣森中 蕃氏 的場 均 日高 高柳 隆男 524± 01：56．8� 21．1�
713 スピットバンク 牡3栗 56 森 泰斗吉田 勝己氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 510＋141：56．9� 80．1�

（船橋）

59 カプリロマン 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 434＋ 21：57．32� 73．2
35 ラ ル ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：57．72� 27．9�
58 セ ト カ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 松永 康利 新冠 高瀬牧場 494± 01：58．97 45．4�
22 シ ョ ウ セ イ 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子�ジェイアール 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B462－101：59．96 20．5�
610 シャイニードラード 牡3栗 56 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 498＋ 42：00．11� 293．7�
815 サムソンフォンテン 牡3黒鹿56 佐藤 友則吉橋 興生氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 498＋162：01．48 442．1�

（笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，920，900円 複勝： 38，250，900円 枠連： 11，271，100円
馬連： 50，652，800円 馬単： 26，343，900円 ワイド： 34，995，400円
3連複： 68，767，300円 3連単： 85，332，100円 計： 341，534，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 940円 � 170円 枠 連（2－7） 2，350円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 300円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 65，740円

票 数

単勝票数 計 259209 的中 � 76608（1番人気）
複勝票数 計 382509 的中 � 95959（1番人気）� 6684（10番人気）� 62178（3番人気）
枠連票数 計 112711 的中 （2－7） 3712（10番人気）
馬連票数 計 506528 的中 �� 4969（20番人気）
馬単票数 計 263439 的中 �� 1226（42番人気）
ワイド票数 計 349954 的中 �� 4321（20番人気）�� 35038（2番人気）�� 1976（37番人気）
3連複票数 計 687673 的中 ��� 5185（31番人気）
3連単票数 計 853321 的中 ��� 941（182番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．3―50．6―1：03．4―1：15．8―1：28．6―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3
4，14（7，12）9（10，11）－（5，13，2）（1，8）6－3－15・（4，14）－12（7，9，11）－（5，3）（13，2）6，1（10，8）＝15

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

勝馬の
紹 介

ユキノアンビシャス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2018．3．4 中山6着

2015．3．8生 牡3鹿 母 ユキノレイコ 母母 ヴ ェ リ ガ 8戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 サンマルアナザー号の騎手横山和生は，第2競走での落馬による検査のため津村明秀に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムソンフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25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 イクヨロブロイ号・カシノレガーメ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21100 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35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

610 リ ノ リ オ 牡7黒鹿60 平沢 健治�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 520± 03：05．2 13．3�
33 � クリノヴェルサイユ 牝5鹿 58 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 438＋ 43：05．3� 2．9�
711 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490＋123：06．68 32．0�
34 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 23：07．77 5．2�
45 ヴァルコイネン 牡7芦 60 小野寺祐太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462－ 43：08．01� 10．3�
22 テイエムフタエマル 牝6鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 510＋203：08．32 9．7	
712 リネンロマン 牝4鹿 58 大江原 圭戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 沖田牧場 410± 03：08．61� 147．0

814 スズカホワイト 	4芦 60 小坂 忠士永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 502＋263：08．81� 10．3�
69 ロジャージーニアス 	3鹿 58 石神 深一武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 452－203：09．75 25．6�
58 スズカリバー 牡6鹿 60 草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋ 23：12．3大差 7．5
11 ロードフォワード 牡7青鹿60 五十嵐雄祐 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 452－ 63：12．4� 7．9�
46 リネンソング 牡5黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 470－143：12．82 152．7�
813 サンダーラム 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 492± 03：13．75 197．3�
57 トミケンカリム 牡4栗 60 鈴木 慶太冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 信岡牧場 456－ 8 （競走中止） 214．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，546，900円 複勝： 24，581，900円 枠連： 13，052，200円
馬連： 37，766，000円 馬単： 20，760，000円 ワイド： 24，518，200円
3連複： 56，149，100円 3連単： 69，983，700円 計： 267，358，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 390円 � 170円 � 580円 枠 連（3－6） 800円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 900円 �� 3，920円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 17，450円 3 連 単 ��� 106，590円

票 数

単勝票数 計 205469 的中 � 12273（8番人気）
複勝票数 計 245819 的中 � 14787（8番人気）� 49371（1番人気）� 9079（10番人気）
枠連票数 計 130522 的中 （3－6） 12558（3番人気）
馬連票数 計 377660 的中 �� 11026（10番人気）
馬単票数 計 207600 的中 �� 2261（31番人気）
ワイド票数 計 245182 的中 �� 7223（9番人気）�� 1556（43番人気）�� 4767（15番人気）
3連複票数 計 561491 的中 ��� 2412（66番人気）
3連単票数 計 699837 的中 ��� 476（380番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 49．9－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ノ リ オ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．15 阪神9着

2011．2．21生 牡7黒鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ロジャージーニアス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 トミケンカリム号は，1周目4コーナーで外側に逃避したため，3号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トミケンカリム号は，平成30年8月26日から平成30年9月17日まで出走停止。停止期間の満了後に

障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※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 ジョーカーワイルド号
（非抽選馬） 1頭 シゲルアサツキ号



21101 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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
1：33．4
1：32．3

良
良

713 レッドアネモス 牝2鹿 54 森 泰斗 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 472 ―1：36．8 1．8�
（船橋）

816 マイネルサーパス 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―1：36．9� 18．8�

36 サトノエルドール 牡2鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 464 ―1：37．0� 9．6�
611 ヴィッテルスバッハ 牡2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 アタマ 10．9�
11 スイープセレリタス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 クビ 4．3	
23 ラ ー ジ ヒ ル 牡2鹿 54 佐藤 友則�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 474 ―1：37．1クビ 235．9


（笠松）

510 スカテナート 牡2鹿 54 三浦 皇成吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456 ―1：37．42 96．7�
48 ヴィーヴァステラ 牝2鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458 ―1：37．61� 188．0�
（ヴィットリアステラ）

24 グラデュアリー 牝2栗 54 柴田 善臣 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 434 ―1：37．7� 17．4
59 リ ゴ メ ー ル 牡2栗 54 石川裕紀人 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 520 ―1：37．8� 28．1�
35 ショウチクバイ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 484 ―1：37．9クビ 280．6�
47 サンシキヒエン 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 450 ― 〃 クビ 187．0�
815 ハタノリュクス 牝2鹿 54 津村 明秀 �グッドラック・ファーム 田中 博康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 428 ―1：38．53� 67．0�
612 シゲルモルガナイト 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 育也森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 476 ―1：38．6クビ 78．4�
12 シャインマスカット 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 上野 正恵 438 ―1：41．0大差 69．9�
714 ミルトブランコ 牡2鹿 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 486 ―1：42．06 470．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，946，900円 複勝： 50，788，800円 枠連： 14，464，300円
馬連： 59，121，000円 馬単： 35，159，900円 ワイド： 41，838，500円
3連複： 78，798，900円 3連単： 107，407，500円 計： 441，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 180円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 460円 �� 420円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 539469 的中 � 245756（1番人気）
複勝票数 計 507888 的中 � 177873（1番人気）� 34608（5番人気）� 58831（3番人気）
枠連票数 計 144643 的中 （7－8） 10653（4番人気）
馬連票数 計 591210 的中 �� 37740（4番人気）
馬単票数 計 351599 的中 �� 17834（5番人気）
ワイド票数 計 418385 的中 �� 23944（4番人気）�� 27001（3番人気）�� 7875（13番人気）
3連複票数 計 787989 的中 ��� 20059（8番人気）
3連単票数 計1074075 的中 ��� 8144（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．4―50．2―1：02．5―1：13．9―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアネモス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2016．5．6生 牝2鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スカテナート号は，枠入り不良。
〔制裁〕 スイープセレリタス号の騎手池添謙一は，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：15

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルトブランコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21102 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

715 ゴールデンフィジー 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：47．7 13．5�
713 フォーチュンリング 牝3鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 ハナ 5．3�
612 エバートロピカル 牝3黒鹿54 森 泰斗宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424± 01：47．91� 23．4�

（船橋）

48 パストゥレイユ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：48．0� 3．9�
611 ステラーインパクト 牝3鹿 54 石橋 脩 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 424－ 81：48．1� 3．8	
35 ベネディクション �3栗 56 石川裕紀人村野 康司氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：48．31� 12．4

714 オークレール 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 404－181：48．4クビ 208．0�
36 アオイリョウマ 牡3鹿 56 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442＋ 81：48．5� 9．6�
510 サ リ エ ッ ト 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B426＋18 〃 クビ 239．1
11 キミニトドケ 牝3鹿 54 池添 謙一田原 邦男氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 412－12 〃 ハナ 237．7�
12 ナ ナ セ マ ル 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 �アフロin El Paso 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 ハナ 21．3�
59 ボリュームラベル 牝3鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 468± 0 〃 ハナ 47．4�
816 コ ン テ ン ト 牡3鹿 56 田中 勝春ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－121：48．82 8．2�
24 ラヴァーズインメイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 450－121：48．9� 125．6�
23 ヘ ー ゼ ル 牝3青鹿54 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 450＋ 61：49．21� 329．1�
817 ヒロブラッサム 牝3鹿 54 佐藤 友則西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：49．3� 38．9�
（笠松）

47 シトワイアン 牡3栗 56 杉原 誠人髙橋 貴士氏 尾関 知人 浦河 小島牧場 424± 01：49．61� 326．0�
818 マリノエクスプレス 牝3黒鹿54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 418－121：50．02� 89．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，131，900円 複勝： 53，523，200円 枠連： 18，231，600円
馬連： 66，744，000円 馬単： 28，964，500円 ワイド： 46，228，100円
3連複： 87，799，400円 3連単： 99，177，200円 計： 435，799，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 380円 � 220円 � 570円 枠 連（7－7） 3，600円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，950円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 17，290円 3 連 単 ��� 77，730円

票 数

単勝票数 計 351319 的中 � 20804（7番人気）
複勝票数 計 535232 的中 � 35346（7番人気）� 76256（3番人気）� 21703（8番人気）
枠連票数 計 182316 的中 （7－7） 3923（11番人気）
馬連票数 計 667440 的中 �� 16765（14番人気）
馬単票数 計 289645 的中 �� 3086（31番人気）
ワイド票数 計 462281 的中 �� 12165（12番人気）�� 3949（30番人気）�� 6586（23番人気）
3連複票数 計 877994 的中 ��� 3807（59番人気）
3連単票数 計 991772 的中 ��� 925（274番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．8―12．6―12．5―11．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―48．5―1：01．1―1：13．6―1：24．8―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンフィジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．3．18 中山7着

2015．1．16生 牝3鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーヴォドーロ号
（非抽選馬） 3頭 ドクターデューン号・ペイシェンス号・マイネルビーラヴド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21103 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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

59 プレシャスリーフ 牡3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：53．9 1．8�
11 ヨクエロマンボ �5芦 57 森 泰斗平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：54．53	 37．1�

（船橋）

814 グラスブルース 牡4鹿 57 石橋 脩半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B510＋ 21：54．71	 8．5�
35 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 492± 0 〃 ハナ 12．5�
47 
 マイネルストラトス 牡4黒鹿57 田中 勝春杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 500＋ 41：54．91	 12．7	
712 オーシャンビュー 牡5鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 448－ 61：55．0	 71．2

611 キングズミッション 牡5栗 57 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 468－ 21：55．1	 70．2�
23 シ ー ル ー ト 牡3鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：55．63 73．6�
713 トモジャヴァリ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 464＋ 81：55．92 64．5
815 ヤマタケパンチ 牡3青鹿54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 484＋ 21：56．0	 218．1�
22 キョウワスピネル 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 480－ 21：56．21 82．0�
46 アークカンパネラ 牡3青鹿54 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B480± 01：57．37 32．5�
58 ムルシェラゴ 牡3黒鹿54 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 534＋ 41：57．4	 8．7�
34 ペイシャエリート 牡3栗 54 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B482－ 41：57．82	 7．5�
610
 ナポレオンズワード �5黒鹿 57

55 △藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 468－101：59．410 17．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，637，800円 複勝： 114，802，800円 枠連： 18，120，300円
馬連： 70，528，100円 馬単： 38，095，700円 ワイド： 50，816，600円
3連複： 98，178，700円 3連単： 139，365，900円 計： 568，545，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 470円 � 180円 枠 連（1－5） 3，820円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 330円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 35，260円

票 数

単勝票数 計 386378 的中 � 166600（1番人気）
複勝票数 計1148028 的中 � 729646（1番人気）� 21646（8番人気）� 78951（2番人気）
枠連票数 計 181203 的中 （1－5） 3675（12番人気）
馬連票数 計 705281 的中 �� 15147（9番人気）
馬単票数 計 380957 的中 �� 5022（14番人気）
ワイド票数 計 508166 的中 �� 9834（13番人気）�� 45349（2番人気）�� 3884（33番人気）
3連複票数 計 981787 的中 ��� 10024（21番人気）
3連単票数 計1393659 的中 ��� 2865（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．9―49．7―1：02．0―1：14．1―1：26．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．8
1
3
13，8（2，14）6－（4，9）－11－（5，7）12－15－3，10－1
13，8，14，2，9－6，11，4，5，7－12，1（15，3）＝10

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

勝馬の
紹 介

プレシャスリーフ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．11．19 東京4着

2015．3．23生 牡3栗 母 クローバーリーフ 母母 レースウィング 6戦2勝 賞金 18，400，000円
〔騎手変更〕 ヨクエロマンボ号の騎手横山和生は，負傷のため森泰斗に変更。
〔発走状況〕 シールート号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナポレオンズワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25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 スターオンザヒル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21104 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第8競走 ��3，250�第20回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：28．7良

68 タイセイドリーム 牡8鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540－ 23：31．4 3．6�
812 シャインレッド �5鹿 60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 クビ 19．3�
710 タマモプラネット 牡8芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 490－ 63：31．5クビ 19．3�
711 アズマタックン 牡5青鹿60 高田 潤東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 502± 0 〃 クビ 13．3�
44 マドリードカフェ 牡7黒鹿61 熊沢 重文 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 チャンピオン
ズファーム 528± 03：31．92� 2．3�

56 � コ ン コ ー ド 牡6鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 528＋ 43：32．43 17．0	
22 トラキアンコード �6芦 60 草野 太郎原 	子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 500－ 63：32．61
 85．9

11 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 458± 03：33．55 19．5�
57 ショウナンアリスト 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 484± 0 〃 クビ 53．4�
45 コスモストレンジ 牡4栗 60 大江原 圭 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 43：33．6� 113．9
813 マイネルクロップ 牡8芦 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 518－ 43：33．91� 12．7�
33 � ヤマタケジャイアン �5芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 452＋ 23：34．43 201．9�
69 シンキングダンサー 牡5栗 60 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 6 （競走中止） 7．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，116，300円 複勝： 47，147，900円 枠連： 23，802，800円
馬連： 79，728，500円 馬単： 40，782，800円 ワイド： 50，946，400円
3連複： 127，293，300円 3連単： 178，416，900円 計： 592，234，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 490円 � 390円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 830円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 46，880円

票 数

単勝票数 計 441163 的中 � 97066（2番人気）
複勝票数 計 471479 的中 � 115695（1番人気）� 19762（9番人気）� 26243（7番人気）
枠連票数 計 238028 的中 （6－8） 17010（4番人気）
馬連票数 計 797285 的中 �� 17395（13番人気）
馬単票数 計 407828 的中 �� 5118（19番人気）
ワイド票数 計 509464 的中 �� 12379（11番人気）�� 16262（7番人気）�� 4155（32番人気）
3連複票数 計1272933 的中 ��� 9836（32番人気）
3連単票数 計1784169 的中 ��� 2759（150番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 50．6－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

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

2010．2．24生 牡8鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 障害：11戦5勝 賞金 138，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 シンキングダンサー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



21105 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第9競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走14時35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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 タイキフェルヴール 牡3栗 54 池添 謙一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 496 1：51．3 4．4�

22 シ ョ ー ム 牡3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 484＋ 6 〃 ハナ 3．8�
611 ミラクルブラッド 牝3鹿 52 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B448＋ 21：52．57 34．3�
58 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 森 泰斗國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B510＋ 41：52．6� 8．6�

（船橋）

59 フクサンローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454± 0 〃 ハナ 13．3�
46 セガールモチンモク 	4栗 57 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B482± 01：52．81
 16．1	
11 � フレンドミラクル 牡5栗 57 佐藤 友則横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 460＋ 4 〃 ハナ 234．6


（笠松）

713 キミノナハセンター 	7鹿 57 木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B478－ 81：53．12 64．9�
610� フィールシュパース 牡3栗 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 540± 01：53．3 14．5
23 スノードルフィン 牡5黒鹿57 北村 宏司ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋141：53．61 49．0�
35 エンパイアブルー 牝6鹿 55 石橋 脩広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 464－ 21：53．81
 2．9�
712 キ ー タ イ プ 牡6栗 57 武士沢友治北前孔一郎氏 林 徹 新冠 高瀬 敦 444＋ 21：53．9クビ 87．0�
815 モンストルコント 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 508＋ 8 〃 アタマ 164．8�
34 アイアムナチュラル 牡7鹿 57 西田雄一郎堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504＋ 21：55．510 282．5�
47 ダイシンカローリ 牡3栗 54 田中 勝春大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 506－ 42：00．7大差 49．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，712，100円 複勝： 70，689，100円 枠連： 25，151，900円
馬連： 120，505，100円 馬単： 48，681，700円 ワイド： 67，861，300円
3連複： 151，486，300円 3連単： 196，388，800円 計： 732，476，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 170円 � 610円 枠 連（2－8） 1，000円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，030円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 12，430円 3 連 単 ��� 52，190円

票 数

単勝票数 計 517121 的中 � 92027（3番人気）
複勝票数 計 706891 的中 � 100419（3番人気）� 132718（2番人気）� 22296（8番人気）
枠連票数 計 251519 的中 （2－8） 19488（4番人気）
馬連票数 計1205051 的中 �� 85401（3番人気）
馬単票数 計 486817 的中 �� 18467（6番人気）
ワイド票数 計 678613 的中 �� 39996（3番人気）�� 5451（30番人気）�� 8257（21番人気）
3連複票数 計1514863 的中 ��� 9140（38番人気）
3連単票数 計1963888 的中 ��� 2728（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．2―49．0―1：01．2―1：13．4―1：26．2―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフェルヴール �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．17生 牡3栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 8戦3勝 賞金 37，536，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 フクサンローズ号の騎手横山和生は，負傷のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイシンカローリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25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。
（非抽選馬） 3頭 スペルマロン号・ダンツチェック号・パブリックフレンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21106 8月25日 曇 良 （30新潟2）第9日 第10競走 ��
��1，000�

いなずま

稲妻ステークス
発走15時10分 （芝・直線）
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 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
53．7
53．7

良
良

55 グラミスキャッスル 牝5鹿 55 木幡 巧也飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 478＋ 8 55．1 16．8�
810 ホウオウスクラム 牡3栗 54 石橋 脩小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 486－ 4 〃 クビ 2．5�
33 レッドラウダ 牡5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B526＋ 2 55．31� 2．8�
44 ミキノドラマー 牡5鹿 57 三浦 皇成谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494＋ 2 〃 クビ 12．8�
79 スペチアーレ 牝6鹿 55 田中 勝春青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 506＋ 4 55．51� 6．3�
11 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 492＋ 2 55．6	 65．1	
811 クラウンルシフェル 牡7栗 57 森 泰斗�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B478－ 6 〃 クビ 12．5


（船橋）

67 
 スズカアーサー 牡9鹿 57 佐藤 友則永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 494－12 55．7� 79．3�
（笠松）

22 ドラゴンストリート 牡7鹿 57 大野 拓弥窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 486＋ 4 55．91 29．5�
78 イ オ ラ ニ �7黒鹿57 石川裕紀人 �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 B476－10 56．11 24．3
66 ブラックバード �6鹿 57 西田雄一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム B458－ 4 〃 クビ 51．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，351，700円 複勝： 54，146，800円 枠連： 25，547，300円
馬連： 117，605，700円 馬単： 53，477，600円 ワイド： 56，944，700円
3連複： 140，657，300円 3連単： 235，476，500円 計： 731，207，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 270円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 1，770円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 600円 �� 590円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 473517 的中 � 22449（6番人気）
複勝票数 計 541468 的中 � 28950（6番人気）� 119221（2番人気）� 183225（1番人気）
枠連票数 計 255473 的中 （5－8） 11170（4番人気）
馬連票数 計1176057 的中 �� 46829（6番人気）
馬単票数 計 534776 的中 �� 7082（19番人気）
ワイド票数 計 569447 的中 �� 21004（9番人気）�� 21132（8番人気）�� 100577（1番人気）
3連複票数 計1406573 的中 ��� 74007（3番人気）
3連単票数 計2354765 的中 ��� 10172（48番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．3―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―32．8―43．3

上り4F43．0－3F32．6
勝馬の
紹 介

グラミスキャッスル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中山2着

2013．5．1生 牝5鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 15戦4勝 賞金 56，052，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 8日第 3競走）
〔その他〕　　ドゥエンデ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21107 8月25日 小雨 良 （30新潟2）第9日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，29．8．26以降30．8．19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

新潟放送賞（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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 サルサディオーネ 牝4栗 51 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B506± 01：51．8 5．3�
44 ナムラミラクル 牡5芦 54 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 482＋ 6 〃 ハナ 6．2�
67 ローズプリンスダム 牡4青鹿56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 456－ 41：52．12 4．6�
11 リ ア フ ァ ル 牡6鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 21：52．31� 4．4�
56 ア ル タ イ ル 牡6栗 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B488－ 61：53．04 9．6�
33 マイネルバサラ 牡5鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 11：53．1� 9．7

55 サクラルコール 牡7栃栗53 北村 宏司	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 488－ 61：53．31 32．6�
812 オールマンリバー 牡6黒鹿54 三浦 皇成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500－ 41：54．25 14．5�
811 ナムラアラシ 牡5鹿 57 津村 明秀奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 536＋121：54．41� 8．8
710 クラリティスカイ 牡6鹿 56 木幡 巧也杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム B494± 01：54．5	 157．2�
79 ドラゴンバローズ 牡6栗 54 佐藤 友則猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム B492－ 41：54．6クビ 68．3�

（笠松）

68 レーヴミストラル 牡6鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：55．13 38．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 82，621，800円 複勝： 115，930，100円 枠連： 47，987，600円
馬連： 256，882，300円 馬単： 95，641，100円 ワイド： 131，305，900円
3連複： 351，130，500円 3連単： 488，726，200円 計： 1，570，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 190円 � 170円 枠 連（2－4） 1，950円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 15，930円

票 数

単勝票数 計 826218 的中 � 122713（3番人気）
複勝票数 計1159301 的中 � 146071（4番人気）� 152576（3番人気）� 193807（2番人気）
枠連票数 計 479876 的中 （2－4） 19001（12番人気）
馬連票数 計2568823 的中 �� 114139（6番人気）
馬単票数 計 956411 的中 �� 22471（10番人気）
ワイド票数 計1313059 的中 �� 52540（5番人気）�� 63066（3番人気）�� 54131（4番人気）
3連複票数 計3511305 的中 ��� 87207（6番人気）
3連単票数 計4887262 的中 ��� 22231（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．9―12．8―12．3―12．2―12．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．8―50．6―1：02．9―1：15．1―1：27．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サルサディオーネ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2016．11．13 京都13着

2014．5．3生 牝4栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 14戦4勝 賞金 68，101，000円
［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21108 8月25日 小雨 良 （30新潟2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30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 7，500，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 セイウンリリシイ 牝3鹿 52
50 △藤田菜七子西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462± 01：08．2 4．5�

12 � カズミドリーム 牝3栗 52 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 454－ 81：08．94 38．4�
11 ア プ ト 牝4黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 6 〃 ハナ 8．2�
611 ス ピ ア ー ノ 牝3黒鹿52 津村 明秀清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 446＋ 21：09．11	 2．9�
47 ダイイチターミナル 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 440－ 2 〃 クビ 5．6�
24 メ ー テ ィ ス 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也ニットー商事	 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 432＋121：09．2
 89．4

48 � チョコマウンテン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行	Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 494－ 21：09．3クビ 13．7�
816 アイムウィッシング 牝5鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 ハナ 75．1�
36 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 478± 01：09．4
 14．7
510� アーツレイジング 牝3黒鹿52 佐藤 友則三浦 勝仁氏 笹野 博司 浦河 高昭牧場 480－101：09．5� 80．3�

（笠松） （笠松）

715� メジャーロール 牡4鹿 57
56 ☆木幡 巧也谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 2 〃 ハナ 199．9�
714� アンヴェルス 牡4黒鹿57 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 454－ 4 〃 クビ 260．2�
713 プレイヤード 牡5鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B502± 01：09．71	 14．0�
35 � ア ポ ス ト ル 牡3芦 54 丸田 恭介吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 33．7�
59 キョウエイオビエド 牡3芦 54 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 470＋101：10．01
 32．3�
818� ブライトンピア 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B456± 01：10．42� 28．4�
23 � ペ キ ノ ワ 牝3鹿 52 森 泰斗 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 佐藤 裕太 新ひだか 岡田スタツド B430－101：10．5� 97．4�
（船橋） （船橋）

817� アロースコルトン 牡5鹿 57 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B478＋ 41：11．45 199．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 62，585，400円 複勝： 85，417，200円 枠連： 49，638，100円
馬連： 148，943，200円 馬単： 62，368，200円 ワイド： 95，450，700円
3連複： 216，713，700円 3連単： 281，217，200円 計： 1，002，333，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 730円 � 290円 枠 連（1－6） 740円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，040円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 111，650円

票 数

単勝票数 計 625854 的中 � 109966（2番人気）
複勝票数 計 854172 的中 � 115359（3番人気）� 25851（9番人気）� 77822（4番人気）
枠連票数 計 496381 的中 （1－6） 51830（3番人気）
馬連票数 計1489432 的中 �� 15512（27番人気）
馬単票数 計 623682 的中 �� 3676（39番人気）
ワイド票数 計 954507 的中 �� 9188（28番人気）�� 24475（9番人気）�� 6377（37番人気）
3連複票数 計2167137 的中 ��� 7943（59番人気）
3連単票数 計2812172 的中 ��� 1826（327番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．4―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 12，14（1，18）（9，17）（2，4，10，11）（7，8）16，13，5，15，6，3 4 12，14（1，18）9，17（4，11）（2，7）（10，8）16，13，5，15，6－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンリリシイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．7．1 福島2着

2015．4．25生 牝3鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 11戦2勝 賞金 24，854，000円
〔騎手変更〕 チョコマウンテン号の騎手横山和生は，負傷のため嘉藤貴行に変更。
〔制裁〕 セイウンリリシイ号の騎手藤田菜七子は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロースコルトン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（30新潟2）第9日 8月25日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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
厩務員出走奨励金

255，600，000円
17，300，000円
1，860，000円
29，600，000円
70，981，500円
6，589，400円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
521，913，400円
738，303，000円
274，900，200円
1，116，110，100円
508，466，400円
677，458，000円
1，530，278，200円
2，078，030，400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 7，445，459，700円

総入場人員 10，633名 （有料入場人員 8，965名）
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