
21109 8月25日 晴 重 （1新潟2） 第10日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10分 （ダート・左）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

814 レムリアンシード 牡2芦 54
53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 434－ 81：12．7 3．2�

47 シゲルナガレボシ 牝2黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 438－ 21：13．02 35．9�

11 シゲルトリトン 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 454＋ 4 〃 ハナ 11．4�
611 カンタベリーアロマ 牝2鹿 54 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 422－ 61：13．42� 32．7�
713 グレートコート 牡2芦 54

51 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 434－ 4 〃 クビ 26．7�
23 セイレーンズベルン 牝2黒鹿54 松岡 正海四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 414± 01：13．5� 20．4�
610 ヤマタケピースフル 牡2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 454－ 4 〃 クビ 42．8	
815 アルディビート 牡2栗 54 吉田 豊坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 462－ 21：13．71 67．8

58 タイセイブーティー 牡2鹿 54 北村 宏司田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：13．91 6．2�
712 リーディングレディ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 アタマ 16．0
46 セ キ セ キ 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 448＋ 81：14．22 150．9�
35 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 460－ 81：14．3クビ 2．6�
59 ディープシーブルー 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 408－ 41：14．72� 183．9�
34 ビクトリアドリーム 牝2鹿 54 木幡 初也坂田 行夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 424－ 41：15．33� 189．7�
22 イチゴパフェ 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 大栄牧場 422＋ 81：15．51� 147．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，147，500円 複勝： 30，351，700円 枠連： 13，370，800円
馬連： 51，649，000円 馬単： 28，002，900円 ワイド： 39，410，500円
3連複： 77，939，900円 3連単： 92，831，200円 計： 360，703，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 670円 � 290円 枠 連（4－8） 4，620円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 760円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 55，300円

票 数

単勝票数 計 271475 的中 � 68763（2番人気）
複勝票数 計 303517 的中 � 62269（2番人気）� 9305（9番人気）� 25503（4番人気）
枠連票数 計 133708 的中 （4－8） 2239（16番人気）
馬連票数 計 516490 的中 �� 8460（17番人気）
馬単票数 計 280029 的中 �� 2890（26番人気）
ワイド票数 計 394105 的中 �� 6440（18番人気）�� 13928（7番人気）�� 3593（31番人気）
3連複票数 計 779399 的中 ��� 4535（41番人気）
3連単票数 計 928312 的中 ��� 1217（162番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．4―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レムリアンシード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．30 福島6着

2017．3．9生 牡2芦 母 オメガロンド 母母 ミスアルダント 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 リーディングレディ号の騎手柴田大知は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1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 スイヨウビ号・ビチュリス号・フジノホーオー号

21110 8月25日 晴 稍重 （1新潟2） 第10日 第2競走 ��1，000�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・直線）

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
55．0
55．0

良
良

813 デルマガーネット 牝2黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 2 57．5 28．7�

814 アンビルクローラー 牝2鹿 54
53 ☆川又 賢治 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 438－ 2 〃 ハナ 5．5�

33 ハワーマハル 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456－ 2 57．82 75．1�
610 パ ス カ ル 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 412± 0 57．9クビ 5．9�

69 レイチェリー 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 438－16 58．0� 9．6	

58 アルトゥーロ 牡2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 420＋ 4 58．21� 70．4

45 ババルダージュ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 392＋ 8 58．3� 4．0�
11 メ モ リ ア 牝2黒鹿54 内田 博幸岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 440－ 6 58．51� 3．6
711 ヴォレクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 448＋12 58．71� 173．1�
34 カラーズオブラヴ 牝2黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B450－ 6 58．8� 73．5�
46 ビ チ ュ リ ス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 新冠 ハクツ牧場 420－ 8 59．43� 201．8�
57 タ チ ア オ イ 牝2栗 54 北村 宏司�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 438＋10 59．93 9．6�
22 エッセンシャル 牝2鹿 54

52 △木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フジカワ牧場 386－ 81：00．0� 113．0�
712 マクゴナガル 牝2栗 54 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 398－ 81：04．0大差 123．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，083，000円 複勝： 32，131，000円 枠連： 18，072，000円
馬連： 56，695，600円 馬単： 29，246，200円 ワイド： 37，578，300円
3連複： 85，118，500円 3連単： 106，802，200円 計： 394，726，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 570円 � 210円 � 1，370円 枠 連（8－8） 4，920円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 6，750円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 50，700円 3 連 単 ��� 391，060円

票 数

単勝票数 計 290830 的中 � 8561（7番人気）
複勝票数 計 321310 的中 � 13576（7番人気）� 51043（3番人気）� 5181（9番人気）
枠連票数 計 180720 的中 （8－8） 2842（14番人気）
馬連票数 計 566956 的中 �� 9662（16番人気）
馬単票数 計 292462 的中 �� 1793（37番人気）
ワイド票数 計 375783 的中 �� 8171（15番人気）�� 1408（47番人気）�� 2299（29番人気）
3連複票数 計 851185 的中 ��� 1259（116番人気）
3連単票数 計1068022 的中 ��� 198（681番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．0―45．0

上り4F45．2－3F34．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマガーネット �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Candy Ride デビュー 2019．7．7 福島10着

2017．4．15生 牝2黒鹿 母 キャンディームーン 母母 Blushing Rahy 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マクゴナガル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月25日まで平地競

走に出走できない。
※ビチュリス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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１０日



21111 8月25日 晴 稍重 （1新潟2） 第10日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

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
1：59．7
1：56．1

良
良

510 デュアライズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 440－ 62：01．6 2．4�
818 ハンターバレー 牡3栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 476－ 42：01．92 10．4�
23 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 6 〃 クビ 17．4�
714 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520＋10 〃 ハナ 6．1�
713 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B454－ 22：02．0� 26．8�
817 ア ス テ ィ 牡3栗 56 内田 博幸 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム B440－122：02．21� 23．2	
59 ポイントオブオナー 牡3栗 56 福永 祐一吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：02．3� 6．0

816 シュテルンシチー 牡3栗 56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 B448－ 82：02．4� 19．3�
35 ルッキングフライ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 42：02．61 254．6�
715 アーブルルージュ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 4 〃 クビ 13．9

47 ポルトラーノ �3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．7クビ 25．0�
24 アメリオラシオン 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 B464＋10 〃 クビ 20．8�

36 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54
53 ☆川又 賢治西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 404± 02：02．8� 69．3�

12 サバイバルルージュ 牝3鹿 54
51 ▲大塚 海渡福田 光博氏 和田 雄二 浦河 有限会社

松田牧場 480－ 2 〃 クビ 535．9�
612 エスコーバタハト 牡3鹿 56 木幡 巧也ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 482－ 82：03．01� 132．3�
611 パールヴァイン 牝3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 388－20 〃 ハナ 138．7�
11 ヘヴンズコーヴ 牡3青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 42：03．1クビ 41．3�
48 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿54 松山 弘平石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム B448＋ 22：03．42 118．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，499，500円 複勝： 53，387，200円 枠連： 25，054，200円
馬連： 65，805，900円 馬単： 28，179，000円 ワイド： 52，747，800円
3連複： 96，138，800円 3連単： 100，126，400円 計： 455，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 250円 � 370円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，020円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 21，730円

票 数

単勝票数 計 344995 的中 � 113465（1番人気）
複勝票数 計 533872 的中 � 124516（1番人気）� 50698（4番人気）� 29715（6番人気）
枠連票数 計 250542 的中 （5－8） 40522（2番人気）
馬連票数 計 658059 的中 �� 36276（3番人気）
馬単票数 計 281790 的中 �� 11292（3番人気）
ワイド票数 計 527478 的中 �� 25397（3番人気）�� 13215（8番人気）�� 6101（27番人気）
3連複票数 計 961388 的中 ��� 10253（19番人気）
3連単票数 計1001264 的中 ��� 3340（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．6―48．3―1：00．6―1：12．8―1：25．1―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デュアライズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pleasantly Perfect デビュー 2019．5．25 東京3着

2016．5．31生 牡3黒鹿 母 コージーロージー 母母 Felidia 3戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非抽選馬） 3頭 サクラトスカーナ号・シンボリビーノ号・ストームウォリアー号

21112 8月25日 曇 重 （1新潟2） 第10日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

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

58 セイドアモール 牝3鹿 54
53 ☆野中悠太郎 �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 486＋ 21：11．1 2．1�

611 アペタイザー 牡3鹿 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 510± 0 〃 アタマ 7．9�
34 ルンルンバニラ 牝3栗 54 大野 拓弥�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 410± 01：11．2� 13．5�
815 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿56 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：11．94 18．0�
11 ダイレクトフライト 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：12．21� 176．4	
47 デルマアンバリッド 牝3鹿 54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 500＋181：12．3クビ 446．4

35 サンダーソニア 牝3栗 54 内田 博幸�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 482－ 41：12．4� 21．0�
713 スマートエリス 牝3栗 54 田辺 裕信大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 482± 0 〃 アタマ 3．1�
712 イデアノオモイ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 438＋101：12．71� 104．4
23 キアレッツァ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 クビ 27．1�
46 アースエアブリーズ 牝3鹿 54 吉田 豊松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 470＋ 81：12．91� 65．9�
610 アサクサアンデス 牡3鹿 56 M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋ 61：13．11� 13．2�
59 アランチオーネ 牝3栗 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434＋ 81：13．63 78．6�
814 スパイラルチャージ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�レッドマジック田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 61：14．23� 82．5�
22 ア キ セ ブ ン 牡3芦 56 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 浦河 浦河小林牧場 530＋ 21：14．52 528．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，007，700円 複勝： 59，304，900円 枠連： 17，339，700円
馬連： 67，306，000円 馬単： 33，352，800円 ワイド： 50，894，900円
3連複： 93，775，600円 3連単： 123，452，100円 計： 483，433，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 220円 � 310円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 480円 �� 630円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計 380077 的中 � 139651（1番人気）
複勝票数 計 593049 的中 � 172765（1番人気）� 58367（3番人気）� 37566（5番人気）
枠連票数 計 173397 的中 （5－6） 20635（2番人気）
馬連票数 計 673060 的中 �� 43234（2番人気）
馬単票数 計 333528 的中 �� 13398（3番人気）
ワイド票数 計 508949 的中 �� 28921（2番人気）�� 21020（6番人気）�� 7102（17番人気）
3連複票数 計 937756 的中 ��� 16300（8番人気）
3連単票数 計1234521 的中 ��� 5868（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．4―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイドアモール �
�
父 バトルプラン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．8．12 新潟2着

2016．4．25生 牝3鹿 母 ファスキナーレ 母母 アロールーシー 16戦1勝 賞金 22，950，000円
〔制裁〕 デルマアンバリッド号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 アキセブン号・アランチオーネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10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 シゲルアパライト号



21113 8月25日 曇 良 （1新潟2） 第10日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．6

良
良

56 リ グ ー ジ ェ 牡2黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468 ―1：50．0 12．9�
811 アドマイヤミモザ 牝2黒鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 1．7�
33 シャドウブロッサム 牝2鹿 54 松山 弘平飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 448 ― 〃 クビ 4．1�
710 カズポルトチェルボ 牡2鹿 54 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 458 ―1：50．42� 30．8�
11 ウシュバテソーロ 牡2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 506 ―1：50．61� 12．9	
67 ヴ ィ デ ィ ア 牝2鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 446 ―1：50．7クビ 24．2

68 アナンダライト 牡2栗 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514 ―1：50．8� 12．4�
44 コスモレペティール 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：51．11� 321．6�
22 ボンジョルノ 牝2栗 54 北村 宏司谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 430 ―1：51．63 49．0
55 ナックダイヤ 牝2鹿 54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516 ―1：51．7� 35．2�
812 ジョウショウバイオ 牡2鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 480 ―1：52．23 277．1�
79 グランクロワ 牡2黒鹿54 藤岡 康太村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 454 ―1：52．73 165．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，181，700円 複勝： 66，973，400円 枠連： 14，067，100円
馬連： 67，986，500円 馬単： 37，899，800円 ワイド： 48，941，200円
3連複： 89，789，600円 3連単： 135，954，900円 計： 518，794，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 170円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 480円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 571817 的中 � 37439（4番人気）
複勝票数 計 669734 的中 � 49462（3番人気）� 327176（1番人気）� 114265（2番人気）
枠連票数 計 140671 的中 （5－8） 14723（3番人気）
馬連票数 計 679865 的中 �� 52594（3番人気）
馬単票数 計 378998 的中 �� 8294（12番人気）
ワイド票数 計 489412 的中 �� 38386（2番人気）�� 21831（5番人気）�� 85398（1番人気）
3連複票数 計 897896 的中 ��� 59809（3番人気）
3連単票数 計1359549 的中 ��� 7745（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．3―49．1―1：01．9―1：14．5―1：26．6―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ グ ー ジ ェ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．2．24生 牡2黒鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 オンリーワンボーイ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）

21114 8月25日 曇 良 （1新潟2） 第10日 第6競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走13時05分 （芝・左）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 418＋ 41：21．8 8．4�
12 ヴィクトリーキー 牡3黒鹿56 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 510± 0 〃 クビ 11．6�
48 スワーヴシャルル 牡3黒鹿56 石橋 脩�NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478 ―1：22．01� 2．7�
818� ソ ー シ ッ ク 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎田記 正規氏 小島 茂之 米 Harold Tillema &
Pamela Tillema 466＋ 21：22．31	 52．3�

714 ベルレガッタ 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 442± 01：22．72
 24．6	
35 エスプランデル �3鹿 56 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 474－ 6 〃 クビ 7．5

713 アイコニック 牝3鹿 54 松岡 正海合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：22．91 6．9�
510 ビュレットベリー 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 槇本牧場 470－ 61：23．11� 379．4�

715 ガビーズドリーム 牡3鹿 56 田辺 裕信長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 468＋ 21：23．31� 64．0
612 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 432－121：23．4
 20．5�
59 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 472－ 61：23．82
 7．3�
816 ピュアデボーション 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 61：24．11	 265．2�
817 デュアリティ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 498＋ 2 〃 クビ 22．8�

23 エメラルドアゲン 牝3栗 54 木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 大樹ファーム 464＋ 41：24．52
 350．7�
611 アムールリンクス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 438＋ 41：24．6
 261．9�
24 ミヤビペルラ 牝3黒鹿54 M．デムーロ村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 428－ 2 〃 ハナ 11．6�
47 ペイシャレーサー 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 426＋ 41：24．7
 527．2�
36 ミヤコノユメ 牝3鹿 54 木幡 初也吉田 和弘氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 450＋141：25．01	 220．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，307，800円 複勝： 59，104，400円 枠連： 23，521，300円
馬連： 83，438，000円 馬単： 33，321，000円 ワイド： 62，442，700円
3連複： 120，906，600円 3連単： 122，194，100円 計： 547，235，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 350円 � 170円 枠 連（1－1） 3，920円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 640円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 46，160円

票 数

単勝票数 計 423078 的中 � 39970（5番人気）
複勝票数 計 591044 的中 � 64838（5番人気）� 36569（7番人気）� 108081（1番人気）
枠連票数 計 235213 的中 （1－1） 4644（20番人気）
馬連票数 計 834380 的中 �� 16211（18番人気）
馬単票数 計 333210 的中 �� 3196（35番人気）
ワイド票数 計 624427 的中 �� 13689（14番人気）�� 26010（1番人気）�� 14445（13番人気）
3連複票数 計1209066 的中 ��� 14686（17番人気）
3連単票数 計1221941 的中 ��� 1919（163番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．8―11．6―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．3―44．9―57．0―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーヴェラスクイン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．1 中山2着

2016．3．4生 牝3鹿 母 ラズベリータイム 母母 レディストロベリー 7戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 ピュアデボーション号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・5

番・2番）
ヴィクトリーキー号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤコノユメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月25日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ピュアデボーション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月25日まで平地競走に出
走できない。



21115 8月25日 晴 良 （1新潟2） 第10日 第7競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・左）
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
2：10．8
2：09．7

良
良

811 ウェディングベール 牝4芦 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 82：16．0 4．1�
78 チェリーレッド 牝3青鹿52 柴田 善臣佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 452± 0 〃 ハナ 12．4�
11 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 438－102：16．1� 4．1�
66 インペリアルフィズ 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B466－ 62：16．2クビ 7．4�
79 ミレフォリウム 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 5．5	
44 	 ジンゴイスト 牡4青鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：16．51� 4．8

33 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 440± 02：16．6
 124．1�
67 ノアクリスティン 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 480± 02：16．81� 144．8�
22 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿 57

56 ☆川又 賢治菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B486－ 22：16．9� 17．6
810 ピスカデーラ 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 22：17．64 10．5�
55 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 52

50 △木幡 育也石井 義孝氏 中野 栄治 日高 中館牧場 408－ 62：19．210 269．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，059，600円 複勝： 56，594，000円 枠連： 15，723，600円
馬連： 73，377，800円 馬単： 34，689，400円 ワイド： 49，791，000円
3連複： 98，519，100円 3連単： 133，935，700円 計： 494，690，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 310円 � 140円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 280円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 21，580円

票 数

単勝票数 計 320596 的中 � 61568（1番人気）
複勝票数 計 565940 的中 � 87182（2番人気）� 36381（7番人気）� 123519（1番人気）
枠連票数 計 157236 的中 （7－8） 18928（2番人気）
馬連票数 計 733778 的中 �� 16097（18番人気）
馬単票数 計 346894 的中 �� 4701（28番人気）
ワイド票数 計 497910 的中 �� 9936（23番人気）�� 53177（1番人気）�� 12885（16番人気）
3連複票数 計 985191 的中 ��� 22658（12番人気）
3連単票数 計1339357 的中 ��� 4499（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―24．9―37．6―50．1―1：03．4―1：15．6―1：27．8―1：40．0―1：52．0―2：03．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
8，11，9（1，2）10－（4，6）3－（5，7）・（8，11）（1，9，10）（2，4）6，7－3，5

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

勝馬の
紹 介

ウェディングベール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．30 新潟13着

2015．4．23生 牝4芦 母 プラチナベール 母母 オーベルゲイド 23戦2勝 賞金 22，894，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヒマワリオジョウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月25日まで平地競走に出走で

きない。

21116 8月25日 晴 稍重 （1新潟2） 第10日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：47．6

稍重
重

34 � グラマラスライフ 牝4黒鹿 55
53 △木幡 育也 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B470－ 21：52．9 10．7�

712 キングスバレイ 牡3栗 54 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 512＋ 21：53．22 4．5�
23 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 470± 01：53．62� 23．8�
47 ネオブレイブ 牡3栗 54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 492－ 81：53．7� 6．5�
815 フクサンダーク 牡3鹿 54

53 ☆野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 490－ 6 〃 クビ 5．6	
22 ペイシャリサ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 482－ 41：54．01� 47．7

35 � ブレイクエース 牡7鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516± 0 〃 クビ 201．0�

58 コトブキホーク 牡5黒鹿57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 490＋121：54．1� 41．3�
59 ドンヒューズ 牡3栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 518＋10 〃 クビ 3．5
11 オイシイナア 牝3鹿 52

51 ☆川又 賢治小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 462＋ 61：54．31	 29．9�
814 トラストシンゲン 牡3栗 54 柴田 大知菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 508＋ 41：54．72� 58．2�
611 エコロドリーム 牡3栗 54 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 472－ 21：54．8� 15．1�
46 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 492－ 21：55．22� 35．6�
610 フィールオーケー 牡3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B490＋16 〃 クビ 12．7�
713 アイヅヒリュウ 牡5鹿 57 内田 博幸真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 502－ 21：56．15 108．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，713，200円 複勝： 59，780，300円 枠連： 21，988，000円
馬連： 92，104，900円 馬単： 38，245，800円 ワイド： 63，472，200円
3連複： 123，908，000円 3連単： 136，269，300円 計： 575，481，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 420円 � 180円 � 470円 枠 連（3－7） 2，770円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 4，330円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 18，420円 3 連 単 ��� 86，130円

票 数

単勝票数 計 397132 的中 � 29688（5番人気）
複勝票数 計 597803 的中 � 33420（7番人気）� 107519（2番人気）� 29052（8番人気）
枠連票数 計 219880 的中 （3－7） 6135（12番人気）
馬連票数 計 921049 的中 �� 25244（10番人気）
馬単票数 計 382458 的中 �� 4806（21番人気）
ワイド票数 計 634722 的中 �� 13597（12番人気）�� 3678（45番人気）�� 11021（17番人気）
3連複票数 計1239080 的中 ��� 5043（65番人気）
3連単票数 計1362693 的中 ��� 1147（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：01．9―1：14．3―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�グラマラスライフ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold

2015．1．31生 牝4黒鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 8戦1勝 賞金 12，800，000円
初出走 JRA

※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 フッカツノノロシ号



21117 8月25日 晴 良 （1新潟2） 第10日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

814 ネ リ ッ サ 牝3鹿 52 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 426± 01：34．4 6．1�
58 ア ビ ー ム 牝4青鹿55 田辺 裕信 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 468＋ 21：34．61 5．2�
33 アンブロークン 牡3栗 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522＋201：34．81� 2．8�
610 ピースマインド 牡6鹿 57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442－141：34．9	 49．2�
712 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 54 武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 480－ 21：35．0	 5．2�
69 ハイアーグラウンド 
5鹿 57 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 508＋ 8 〃 クビ 29．5	
46 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松山 弘平上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 508± 0 〃 アタマ 7．8

711 ナイトバナレット 牡5芦 57 石橋 脩 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：35．1クビ 21．7�
34 ユアスイスイ 牝5栗 55 中井 裕二ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496＋101：35．2� 170．0
22 イダエンペラー 牡4青鹿57 M．デムーロ張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：35．3� 27．4�
11 キボウノダイチ 牡4黒鹿57 松岡 正海三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 496± 0 〃 クビ 26．4�
813� エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 492－ 21：35．4クビ 43．1�
57 ボールドジャパン 牡8鹿 57 大野 拓弥増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 524－ 41：35．82	 275．2�
45 コーラルプリンセス 牝5芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：36．22	 36．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，084，300円 複勝： 86，429，000円 枠連： 25，924，300円
馬連： 124，559，700円 馬単： 50，611，200円 ワイド： 81，776，200円
3連複： 163，185，500円 3連単： 187，338，200円 計： 773，908，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 180円 � 150円 枠 連（5－8） 1，230円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 540円 �� 590円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 13，560円

票 数

単勝票数 計 540843 的中 � 70197（4番人気）
複勝票数 計 864290 的中 � 109386（5番人気）� 117950（3番人気）� 165330（1番人気）
枠連票数 計 259243 的中 （5－8） 16212（8番人気）
馬連票数 計1245597 的中 �� 75429（3番人気）
馬単票数 計 506112 的中 �� 14873（6番人気）
ワイド票数 計 817762 的中 �� 38533（4番人気）�� 34973（9番人気）�� 43151（2番人気）
3連複票数 計1631855 的中 ��� 57617（2番人気）
3連単票数 計1873382 的中 ��� 10010（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．6―12．1―11．2―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．7―1：00．8―1：12．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．6
3 1，4，8，6（2，10）（3，7，9）14（11，5）12，13 4 ・（1，4）8，6（2，10）（3，9）（11，7）（5，14）（13，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネ リ ッ サ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．3 東京2着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 8戦3勝 賞金 34，415，000円

21118 8月25日 曇 良 （1新潟2） 第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

611 ストーミーシー 牡6栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 538＋ 41：21．3 11．5�
714 アンコールプリュ 牝4黒鹿54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436＋101：21．51	 34．3�
24 ツーエムマイスター 牡7黒鹿56 野中悠太郎水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456± 01：21．81
 27．4�
12 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 石川裕紀人島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 460± 0 〃 クビ 16．5	
713 レインボーフラッグ 牡6鹿 56 丸山 元気 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 21：21．9� 18．6

11 メイソンジュニア 牡5鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 25．1�
36 キャナルストリート 牝5黒鹿54 石橋 脩村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 472＋ 21：22．0クビ 2．3�
510 フロンティア 牡4栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 6 〃 ハナ 4．3
48 キョウワゼノビア 牝6黒鹿54 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 472－ 4 〃 ハナ 13．0�
816 トウショウドラフタ 牡6栗 56 吉田 豊トウショウ産業� 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 482＋ 41：22．21	 89．3�
815 ショウナンライズ 牡6栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 460－ 21：22．41� 7．2�
23 カルヴァリオ �6鹿 56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 81：22．5クビ 33．3�
35 レ ア リ ス タ 牡7栗 56 武藤 雅 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 189．0�
59  リョーノテソーロ 牡4鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 504± 01：22．6クビ 48．7�

47 エメラルエナジー 牡7栗 56 内田 博幸高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B504＋ 41：22．92 219．6�
612� ソ ー グ レ ア 牡4黒鹿56 横山 典弘岡﨑 淳氏 斎藤 雄一 安平 追分ファーム 456－101：23．32� 360．3�

（岩手）

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，605，700円 複勝： 95，353，700円 枠連： 31，930，600円
馬連： 169，184，300円 馬単： 66，692，400円 ワイド： 106，720，400円
3連複： 240，119，800円 3連単： 300，750，800円 計： 1，078，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 340円 � 920円 � 770円 枠 連（6－7） 5，180円

馬 連 �� 19，480円 馬 単 �� 32，970円

ワ イ ド �� 4，940円 �� 4，120円 �� 11，890円

3 連 複 ��� 140，800円 3 連 単 ��� 886，350円

票 数

単勝票数 計 676057 的中 � 46997（4番人気）
複勝票数 計 953537 的中 � 81509（5番人気）� 25677（10番人気）� 31282（9番人気）
枠連票数 計 319306 的中 （6－7） 4770（22番人気）
馬連票数 計1691843 的中 �� 6728（47番人気）
馬単票数 計 666924 的中 �� 1517（87番人気）
ワイド票数 計1067204 的中 �� 5591（48番人気）�� 6719（42番人気）�� 2301（69番人気）
3連複票数 計2401198 的中 ��� 1279（227番人気）
3連単票数 計3007508 的中 ��� 246（1317番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．6―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーミーシー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．2．3生 牡6栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 39戦4勝 賞金 156，308，000円

２レース目



21119 8月25日 曇 良 （1新潟2） 第10日 第11競走 ��
��1，600�第39回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ウーマンズハート 牝2鹿 54 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456± 01：35．0 2．1�

713 ペールエール 牡2栗 54 M．デムーロ林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498－ 21：35．1� 5．6�
47 ビッククインバイオ 牝2栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：35．41� 31．6�
12 クリアサウンド 牝2黒鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 468± 01：35．61	 26．7�
11 エレナアヴァンティ 牝2鹿 54 内田 博幸加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：36．23� 19．2�
815 シ コ ウ 牡2青鹿54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 4 〃 ハナ 96．1	
612 ウインカーネリアン 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 81：36．41� 24．9

611 モ ー ベ ッ ト 牝2栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470＋16 〃 クビ 4．3�
48 トロワマルス 牝2鹿 54 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 462－ 6 〃 ハナ 143．6
816 サ ナ チ ャ ン 牝2青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 428－ 4 〃 ハナ 59．5�
35 トライフォーリアル 牡2栗 54 丸山 元気 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494－ 21：36．5クビ 37．4�
714 カ イ ア ワ セ 牝2栗 54 川又 賢治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 432± 01：36．92� 350．7�
59 タイムマシン 牡2鹿 54 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋101：37．32� 17．7�
24 セツメンノトビウオ 牡2芦 54 北村 宏司三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 430＋ 61：37．4� 162．4�
510 グ ラ イ ユ ル 牝2栗 54 横山 典弘�ノースヒルズ 鹿戸 雄一 新ひだか 土居牧場 436＋101：37．5� 211．4�
23 グランチェイサー 牡2黒鹿54 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 448＋ 81：38．98 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 264，122，900円 複勝： 251，348，800円 枠連： 114，986，700円 馬連： 586，816，200円 馬単： 257，482，900円
ワイド： 310，820，400円 3連複： 903，015，100円 3連単： 1，357，406，500円 5重勝： 516，420，800円 計： 4，562，420，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 400円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 320円 �� 810円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 12，250円

5 重 勝
対象競走：札幌10R／新潟10R／小倉11R／札幌11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 312，980円

票 数

単勝票数 計2641229 的中 � 1031307（1番人気）
複勝票数 計2513488 的中 � 805837（1番人気）� 332121（3番人気）� 105731（7番人気）
枠連票数 計1149867 的中 （3－7） 138218（2番人気）
馬連票数 計5868162 的中 �� 681163（2番人気）
馬単票数 計2574829 的中 �� 198310（2番人気）
ワイド票数 計3108204 的中 �� 280644（2番人気）�� 94736（7番人気）�� 37800（21番人気）
3連複票数 計9030151 的中 ��� 157020（12番人気）
3連単票数 計13574065 的中 ��� 80334（23番人気）
5重勝票数 計5164208 的中 ����� 1155

ハロンタイム 12．5―11．1―12．5―13．0―12．3―11．0―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―36．1―49．1―1：01．4―1：12．4―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．6
3 1，7，8，2（13，14）（3，6，9，15）（5，11，12，16）4，10 4 1，7，8（2，13）14（3，6）15（4，5，9，12，16）11，10

勝馬の
紹 介

ウーマンズハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Shamardal デビュー 2019．8．3 新潟1着

2017．2．8生 牝2鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 2戦2勝 賞金 38，567，000円

21120 8月25日 晴 稍重 （1新潟2） 第10日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 52 M．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 462－ 41：10．9 3．0�

815 アポロチーター 牡3栗 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 516－101：11．43 9．1�
611 ア ポ ロ ビ ビ 牡3栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 456－121：11．5� 4．0�
34 	 スポーカンテソーロ 牝3栗 52 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Summer-
hill Farm B516－ 2 〃 アタマ 4．6�

47 マローネメタリコ 牝4栗 55 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 516－ 21：11．81� 10．4�
11 シルバーストーン 牡5芦 57 丸山 元気峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 500± 01：12．33 12．4	
713 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 52 松岡 正海田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434＋ 41：12．72
 78．1

59 ワイメアバレイ 牝3栗 52

51 ☆野中悠太郎 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 470＋141：12．91 77．6�
22 � ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470± 01：13．0� 41．7
35 � ミルトシャトル 牡4栗 57 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木村 秀則 456＋ 21：13．1
 254．6�
814� マサノビジョン 牡3栗 54

51 ▲山田 敬士古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 456± 01：13．52
 372．8�
23 	 ブランメジェール 牝5芦 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 480＋ 21：13．71� 12．4�

58 ナイツブリッジ 牡4黒鹿 57
56 ☆武藤 雅村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－ 41：13．91 37．4�

46 ダウンタウンキラリ 牝4栗 55 内田 博幸林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B452＋121：14．21� 91．5�
712 タマスカイブルー 牡4青鹿 57

55 △木幡 育也玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B500＋141：14．41� 251．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 103，561，900円 複勝： 117，073，900円 枠連： 53，869，900円
馬連： 224，033，700円 馬単： 95，868，200円 ワイド： 154，688，100円
3連複： 328，548，000円 3連単： 471，451，600円 計： 1，549，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 150円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 580円 �� 300円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計1035619 的中 � 268752（1番人気）
複勝票数 計1170739 的中 � 252737（1番人気）� 114401（4番人気）� 204501（2番人気）
枠連票数 計 538699 的中 （6－8） 46314（4番人気）
馬連票数 計2240337 的中 �� 110440（5番人気）
馬単票数 計 958682 的中 �� 29081（8番人気）
ワイド票数 計1546881 的中 �� 65303（7番人気）�� 143292（1番人気）�� 59912（8番人気）
3連複票数 計3285480 的中 ��� 146365（2番人気）
3連単票数 計4714516 的中 ��� 38733（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．5―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ イ ナ ヅ キ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．11．4 福島2着

2016．3．27生 牝3栗 母 シスターエレキング 母母 アンバーウェー 7戦2勝 賞金 20，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エマブルーム号

５レース目



（1新潟2）第10日 8月25日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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

238，700，000円
23，860，000円
1，760，000円
27，920，000円
76，177，500円
4，926，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
789，374，800円
967，832，300円
375，848，200円
1，662，957，600円
733，591，600円
1，059，283，700円
2，420，964，500円
3，268，513，000円
516，420，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，794，786，500円

総入場人員 15，034名 （有料入場人員 12，830名）
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