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21025 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （芝・外内）

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

33 シュンクルーズ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 83：03．7 12．7�

712 スリーミュージアム 牡6鹿 60 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 428－ 2 〃 ハナ 15．6�
69 ダノンロッソ 牡5青鹿60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 2．0�
814� レオクイック 牡7鹿 60 金子 光希坂田 行夫氏 加藤 和宏 浦河 田中スタッド 478＋ 23：04．12� 46．4�
610 ブルーガーディアン 牡7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 B490± 03：05．27 11．0�
58 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 ハナ 20．1	
11 コスモターンブルー 牡4青 60 伴 啓太 
ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 23：05．3	 141．5�
711 トレクァルティスタ �8黒鹿60 五十嵐雄祐 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 アタマ 7．5�
46 ケイブルグラム �6鹿 60 石神 深一 
キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 518＋ 43：06．36 3．7
22 フロリアヌス 牡4鹿 60 上野 翔 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム B470＋ 63：06．4	 62．8�
45 ジャスパーゲラン 牡4栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 496＋ 4 〃 アタマ 160．7�
57 � スフバータル 牡6栗 60 草野 太郎
和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 494－ 43：06．82� 86．6�
34 リネンエイコウ 牝3栗 56 高野 和馬戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 422－123：11．2大差 198．4�
813 ミュゼリバイアサン �6鹿 60 小野寺祐太菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B506＋ 63：14．6大差 43．2�
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売 得 金
単勝： 17，039，600円 複勝： 24，577，400円 枠連： 9，505，300円
馬連： 31，402，400円 馬単： 18，753，300円 ワイド： 24，027，900円
3連複： 55，137，600円 3連単： 73，809，900円 計： 254，253，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 240円 � 320円 � 110円 枠 連（3－7） 2，090円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 11，430円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 370円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 32，310円

票 数

単勝票数 計 170396 的中 � 10727（5番人気）
複勝票数 計 245774 的中 � 20186（5番人気）� 13366（6番人気）� 89017（1番人気）
枠連票数 計 95053 的中 （3－7） 3520（9番人気）
馬連票数 計 314024 的中 �� 4836（16番人気）
馬単票数 計 187533 的中 �� 1230（33番人気）
ワイド票数 計 240279 的中 �� 5124（12番人気）�� 17821（2番人気）�� 11353（5番人気）
3連複票数 計 551376 的中 ��� 14450（9番人気）
3連単票数 計 738099 的中 ��� 1656（97番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 50．5－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュンクルーズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．6．28 東京8着

2012．4．9生 牡7黒鹿 母 タイキミューズ 母母 サブミッション 障害：5戦1勝 賞金 11，000，000円

21026 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

牝；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
1：47．6

稍重
重

33 ストラトフォード 牝3鹿 54 内田 博幸下河邉 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 B480＋ 41：54．8 2．8�

34 スコッチフラワー 牝3鹿 54 M．デムーロ小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 466－ 41：56．07 8．1�
69 マジックブルーム 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 482± 01：56．31� 54．7�
711 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 440－ 61：56．51� 97．3�
46 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 422－121：56．6クビ 14．8�
610 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 452－ 4 〃 アタマ 11．5	
814 ダイユウドナテラ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 日高 幾千世牧場 444＋ 41：56．92 3．2

22 ギャラクシーハニー 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 01：57．32� 28．4�

58 パルスレート 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：57．83 8．5

57 クロッグダンス 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 446－101：58．01� 52．1�
712 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム B446＋101：58．42� 8．9�
813 ヤマニングレナデン 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 458＋ 41：59．78 321．1�
11 マサノスパーク 牝3鹿 54 嘉藤 貴行猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 470± 02：00．55 160．1�
45 ヤマニンマンダリン 牝3鹿 54 宮崎 北斗土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 438－162：02．3大差 420．5�
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売 得 金
単勝： 26，177，400円 複勝： 37，696，800円 枠連： 11，501，700円
馬連： 45，980，500円 馬単： 22，295，900円 ワイド： 36，052，000円
3連複： 65，445，300円 3連単： 80，775，600円 計： 325，925，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 230円 � 890円 枠 連（3－3） 1，210円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，840円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 44，260円

票 数

単勝票数 計 261774 的中 � 72569（1番人気）
複勝票数 計 376968 的中 � 116193（1番人気）� 36716（4番人気）� 7103（9番人気）
枠連票数 計 115017 的中 （3－3） 7352（5番人気）
馬連票数 計 459805 的中 �� 30866（3番人気）
馬単票数 計 222959 的中 �� 9502（4番人気）
ワイド票数 計 360520 的中 �� 20654（3番人気）�� 4861（22番人気）�� 1801（36番人気）
3連複票数 計 654453 的中 ��� 3963（39番人気）
3連単票数 計 807756 的中 ��� 1323（150番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．2―13．0―13．1―12．8―13．5―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．9―48．9―1：02．0―1：14．8―1：28．3―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
8，13（2，9）（12，14）3，1，7（6，10）－5－（11，4）・（8，3）－14，7（2，13，9）（12，1）（6，10）4－5－11

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

勝馬の
紹 介

ストラトフォード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．14 福島9着

2016．4．3生 牝3鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 13戦1勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 ギャラクシーハニー号の騎手大塚海渡は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノスパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日まで平地競

走に出走できない。
ヤマニンマンダリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月3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〕 ヤマニンマンダリン号・クロッグダンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月3日まで
平地競走に出走できない。

第２回 新潟競馬 第３日



21027 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時15分 （芝・左・外）
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

611 カ イ ア ワ セ 牝2栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 432－ 61：48．8 25．5�
59 グラスデスティーノ 牡2鹿 54 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 468＋ 61：48．9� 5．2�
34 カ ピ テ ル 牡2黒鹿54 江田 照男ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 484＋ 81：49．21� 15．8�
35 シ ャ ト ン 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 444－261：49．3クビ 102．2�
712 フォギーショコラ 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 436－ 4 〃 アタマ 6．6	
713 シアンフィデール 牡2鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 508＋121：49．4� 7．1

47 ネージュフォレスト 牝2栗 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 500± 01：49．5� 3．8�
22 フジノヤマテソーロ 牡2栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田牧場 482＋ 61：49．71	 3．9�
814 ベアーズレター 牡2青鹿54 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 464－ 41：49．91	 272．6
610 ウインルモンド 牡2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 458－ 21：50．11	 155．6�
58 プリザーブドローズ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �コスモヴューファーム 青木 孝文 浦河 笹島 智則 416－ 2 〃 クビ 293．0�
11 ノーブレスサンデー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 428± 01：50．31	 262．7�
815 マイネルパイオニア 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 462＋ 41：50．72� 19．6�

46 コスモボンバルダ 牡2芦 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 472＋ 61：50．91� 280．2�
23 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 440－ 21：51．21� 176．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，727，300円 複勝： 34，494，100円 枠連： 12，203，100円
馬連： 43，648，200円 馬単： 19，841，200円 ワイド： 31，272，400円
3連複： 57，280，900円 3連単： 65，082，600円 計： 289，549，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 530円 � 160円 � 330円 枠 連（5－6） 4，860円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 11，810円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，210円 �� 830円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 77，730円

票 数

単勝票数 計 257273 的中 � 8558（8番人気）
複勝票数 計 344941 的中 � 13943（8番人気）� 70292（1番人気）� 24430（6番人気）
枠連票数 計 122031 的中 （5－6） 1945（18番人気）
馬連票数 計 436482 的中 �� 7369（22番人気）
馬単票数 計 198412 的中 �� 1259（45番人気）
ワイド票数 計 312724 的中 �� 5696（18番人気）�� 3546（27番人気）�� 10052（10番人気）
3連複票数 計 572809 的中 ��� 3677（43番人気）
3連単票数 計 650826 的中 ��� 607（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．2―47．7―1：00．6―1：13．1―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ ア ワ セ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．13 福島7着

2017．4．12生 牝2栗 母 フローラルパレス 母母 フラワーパーク 2戦1勝 賞金 5，000，000円

21028 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第4競走 ��
��1，000�2歳未勝利

発走11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

36 コスモリモーネ 牡2栗 54
51 ▲藤田菜七子岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 482－ 2 56．0 11．0�

11 ビーポーレン 牝2鹿 54 三浦 皇成�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462－10 56．1� 34．3�
24 � プリンスチャーム 牡2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 440＋ 2 56．2クビ 4．4�
715 ババルダージュ 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 384－ 4 56．3� 46．9�
818 フレンドピース 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 424＋ 6 56．51	 2．9	
817 テンジュイン 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 410－ 4 〃 クビ 7．2

35 ブロッケンリング 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 412± 0 56．6
 100．8�
510 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 442＋ 2 56．7クビ 15．6�
612 ス イ ヨ ウ ビ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗副島 義久氏 高市 圭二 新ひだか 元道牧場 444－ 2 〃 クビ 17．4
611 アイルショウユー 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 432－ 4 〃 ハナ 6．1�
714 トマティーナ 牡2鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 408－ 4 56．8クビ 173．5�
48 カシノアジュライト 牝2鹿 54 津村 明秀柏木 務氏 加藤士津八 浦河 フクオカファーム 484－ 6 57．33 50．5�
47 アルトゥーロ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 416＋ 4 57．51 324．9�
59 ニ ジ ノ ハ シ 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 430－ 6 57．71	 339．2�
713 セ キ セ キ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 440＋10 〃 クビ 129．7�
23 ショウリオウ 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 440＋ 2 57．8クビ 110．2�
816 ミライチャン 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 桑原牧場 420－ 4 57．9� 206．1�
12 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 412－ 6 58．64 262．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，453，400円 複勝： 40，104，400円 枠連： 19，138，400円
馬連： 57，708，100円 馬単： 25，351，800円 ワイド： 42，487，700円
3連複： 87，846，200円 3連単： 96，716，800円 計： 402，806，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 430円 � 640円 � 180円 枠 連（1－3） 7，320円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 21，240円

ワ イ ド �� 4，400円 �� 1，290円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 18，030円 3 連 単 ��� 115，510円

票 数

単勝票数 計 334534 的中 � 25497（5番人気）
複勝票数 計 401044 的中 � 22049（7番人気）� 13693（8番人気）� 75807（2番人気）
枠連票数 計 191384 的中 （1－3） 2025（19番人気）
馬連票数 計 577081 的中 �� 3468（33番人気）
馬単票数 計 253518 的中 �� 895（61番人気）
ワイド票数 計 424877 的中 �� 2432（35番人気）�� 8661（13番人気）�� 6706（21番人気）
3連複票数 計 878462 的中 ��� 3654（56番人気）
3連単票数 計 967168 的中 ��� 607（347番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．6―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．2―44．0

上り4F43．8－3F33．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモリモーネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．6．15 東京11着

2017．4．5生 牡2栗 母 レモンチャン 母母 コールミースーン 3戦1勝 賞金 5，000，000円



21029 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

牝；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

612 ウーマンズハート 牝2鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456 ―1：36．2 5．6�

24 マルターズディオサ 牝2青鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 436 ―1：36．83� 4．4�
611 ア ミ ー ク ス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．33 7．2�
59 ケイツーキナ 牝2鹿 54 江田 照男楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 456 ―1：37．61� 159．1�
510 カシマホオズキ 牝2青鹿54 大野 拓弥松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 420 ―1：38．23� 123．6�
47 シンハリング 牝2青鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 1．9	
35 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 440 ―1：38．51� 158．5�
815 ミコキャビンクルー 牝2黒鹿54 内田 博幸古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 464 ―1：38．71 42．7�
713 ミスヒアリング 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 502 ―1：39．01� 102．6
48 ラッキービープラン 牝2鹿 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 474 ― 〃 クビ 29．6�
12 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 446 ―1：39．1� 45．5�
816 エッセンシャル 牝2鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フジカワ牧場 394 ―1：39．63 194．7�
36 イ ル シ オ ン 牝2鹿 54 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 小泉 学 492 ―1：40．34 181．7�
11 ビクトリアドリーム 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹坂田 行夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 428 ―1：40．61� 215．3�
714 トーレセントラル 牝2芦 54

52 △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 426 ―1：41．98 220．4�
23 フ ジ コ サ ン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 仲野牧場 490 ―1：44．3大差 134．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，809，700円 複勝： 46，985，800円 枠連： 15，311，300円
馬連： 57，290，800円 馬単： 32，220，700円 ワイド： 39，412，900円
3連複： 73，276，000円 3連単： 108，154，800円 計： 428，462，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 170円 � 190円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 9，000円

票 数

単勝票数 計 558097 的中 � 83955（3番人気）
複勝票数 計 469858 的中 � 78066（2番人気）� 75662（3番人気）� 60111（4番人気）
枠連票数 計 153113 的中 （2－6） 19865（3番人気）
馬連票数 計 572908 的中 �� 39403（4番人気）
馬単票数 計 322207 的中 �� 11454（8番人気）
ワイド票数 計 394129 的中 �� 25612（6番人気）�� 25938（5番人気）�� 27746（4番人気）
3連複票数 計 732760 的中 ��� 31337（4番人気）
3連単票数 計1081548 的中 ��� 8710（28番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．0―13．3―12．4―11．1―10．7―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．8―37．8―51．1―1：03．5―1：14．6―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F32．7
3 ・（4，9）10（2，5）11，7，12（1，6，13）（8，15）－16－3－14 4 ・（4，9）（2，5，10）11，7，12（1，6，13）（8，15）16，3－14

勝馬の
紹 介

ウーマンズハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Shamardal 初出走

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 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 リーディングレディ号は，枠入りの際他の馬に蹴られたため馬体検査。発走時刻6分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーレセントラル号・フジコサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日

まで平地競走に出走できない。
※ビクトリアドリーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21030 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時05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

59 ショーテンシ 牝3鹿 54 丸山 元気吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 462－ 81：12．3 19．4�
23 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＋ 21：12．72� 16．2�
712 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 462－ 31：12．91� 5．2�
814 アルファフレイム 牡3栗 56 伊藤 工真�貴悦 和田正一郎 新冠 松浦牧場 438－ 41：13．11 71．4�
815 ピスタロッソ 牡3栗 56 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 むかわ 桑原牧場 486－ 21：13．2� 12．0�
22 ホシフルドヒョウ 牡3黒鹿56 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：13．41� 1．5	
47 カメットテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 520－ 81：13．5� 34．6

58 タニセンボーラ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 464－ 2 〃 クビ 175．3�
46 セイクリッドキング 牡3鹿 56 北村 宏司 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 506± 01：13．6� 17．7�
713 バシクンレッツゴー 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 490－ 61：13．81� 27．7
11 タイガーストライプ 牡3芦 56 松岡 正海�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 462＋ 61：14．22� 47．9�
34 ヤマタケアンジュ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 434－ 51：14．62� 76．8�
610 スチームパンク 牡3鹿 56 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 B504－121：14．91� 169．8�
611 マリノリヴィエール 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 458－ 21：15．32� 26．7�
35 グレートイソエイ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士磯部 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 静内酒井牧場 466－ 61：16．47 242．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，504，900円 複勝： 66，358，900円 枠連： 14，671，800円
馬連： 53，695，800円 馬単： 31，387，000円 ワイド： 40，761，600円
3連複： 68，860，700円 3連単： 105，296，000円 計： 413，536，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 790円 � 850円 � 270円 枠 連（2－5） 1，230円

馬 連 �� 14，030円 馬 単 �� 29，490円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，330円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 15，720円 3 連 単 ��� 169，260円

票 数

単勝票数 計 325049 的中 � 13400（6番人気）
複勝票数 計 663589 的中 � 20411（5番人気）� 18960（6番人気）� 76584（2番人気）
枠連票数 計 146718 的中 （2－5） 9170（5番人気）
馬連票数 計 536958 的中 �� 2965（29番人気）
馬単票数 計 313870 的中 �� 798（54番人気）
ワイド票数 計 407616 的中 �� 3513（27番人気）�� 7947（13番人気）�� 9601（12番人気）
3連複票数 計 688607 的中 ��� 3284（49番人気）
3連単票数 計1052960 的中 ��� 451（379番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―12．5―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．5―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショーテンシ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．3．31 中山10着

2016．4．26生 牝3鹿 母 ショウナンカガリビ 母母 ショウナンアクシア 3戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 マリノリヴィエール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 グレートイソエイ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アキセブン号・アースエアブリーズ号・マロンクルール号・ラスボス号



21031 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第7競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走13時35分 （芝・左・外）
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
1：30．5

良
良

816� オフウィドゥス 牡3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd 526＋101：33．7 8．3�

24 パラレルキャリア 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 61：33．8� 8．0�

714 カンパーニャ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 444＋ 41：34．01	 8．6�
11 トーセングラン 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 424± 0 〃 ハナ 2．9�
611 コスモビックラコグ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：34．21 12．7	
713 ア ウ レ ッ ト 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋18 〃 クビ 140．0


48 マイティウェイ 牡3黒鹿56 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 23．8�

612 トキノユウホウ 牡3鹿 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474－ 61：34．41	 42．9
12 ゴールデンゾーン 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 B484－ 4 〃 アタマ 6．9�
510 ク ノ イ チ 牝3栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋26 〃 アタマ 112．9�
715 レッドアルマーダ 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 526 ―1：34．72 11．5�
36 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54 西田雄一郎西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 438－ 81：34．91 32．6�
47 イエローナイフ 牡3青 56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 456± 01：35．0
 410．2�
23 アレクサンドレッタ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B466＋ 4 〃 クビ 272．4�
817 サトノアンバー 牡3栗 56 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 安平 追分ファーム 464 ―1：38．1大差 114．8�
35 ハーフパイント 牡3鹿 56 津村 明秀吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 490－ 41：38．2� 10．0�
59 ヴァイオエルソル 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448 ―1：38．41	 340．9�
818 クラウドナイン 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎平田 修氏 久保田貴士 浦河 高松牧場 408 ―1：40．5大差 90．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，567，600円 複勝： 60，576，800円 枠連： 20，748，400円
馬連： 73，535，200円 馬単： 30，801，600円 ワイド： 56，706，500円
3連複： 107，076，400円 3連単： 117，602，200円 計： 507，614，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 260円 � 270円 枠 連（2－8） 4，250円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 9，900円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，090円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 13，310円 3 連 単 ��� 74，330円

票 数

単勝票数 計 405676 的中 � 38989（4番人気）
複勝票数 計 605768 的中 � 48926（7番人気）� 61800（3番人気）� 59670（4番人気）
枠連票数 計 207484 的中 （2－8） 3776（17番人気）
馬連票数 計 735352 的中 �� 11987（21番人気）
馬単票数 計 308016 的中 �� 2332（42番人気）
ワイド票数 計 567065 的中 �� 7547（27番人気）�� 13629（8番人気）�� 9642（20番人気）
3連複票数 計1070764 的中 ��� 6032（46番人気）
3連単票数 計1176022 的中 ��� 1147（261番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．8―12．0―11．8―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．9―46．9―58．7―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 13，2，5（1，3，6）（11，15，8）10（7，16）14，12，4＝（18，17）＝9 4 13，2（1，3，5）（11，6）（15，8）（7，10，16）（12，14，4）＝（18，17）＝9

勝馬の
紹 介

�オフウィドゥス �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Hennessy デビュー 2019．3．16 中山3着

2016．9．10生 牡3鹿 母 Inglorious 母母 Noble Strike 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノアンバー号・ハーフパイント号・ヴァイオエルソル号・クラウドナイン号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和元年9月3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） 2頭 アーミングエリア号・ジャストインタイム号
（非抽選馬） 2頭 スマートブランコ号・ルクリリ号

21032 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時05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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

33 フラッシングジェム 牝3青鹿52 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 482＋ 21：53．3 13．3�
69 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 510－161：53．51� 7．4�
813 アンダープロミス 牡3黒鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 498＋ 61：53．6クビ 2．5�
34 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 496＋ 81：53．7� 4．9�
711 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＋ 6 〃 アタマ 26．3	
712 キタノナシラ 	4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新冠 村上 欽哉 B472± 01：53．91� 52．8

45 グラファイト 牡4青鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 19．5�
58 
 スズカアポロ 牡8黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B472± 01：54．22 23．8�
22 カイザースクルーン 牡3芦 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：54．41 9．0
11 セイカヤマノ 牡3黒鹿54 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B486± 01：55．03� 12．8�
46 
 ブレイクエース 牡7鹿 57

56 ☆武藤 雅 �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＋ 4 〃 アタマ 125．3�

610 ゴールドパッション 牡4栗 57 内田 博幸居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520± 01：55．1� 36．0�
814
 フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 508－ 6 〃 ハナ 129．8�
57 トレイントレイン 牡3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B520＋181：55．73� 15．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，049，900円 複勝： 47，554，600円 枠連： 17，434，800円
馬連： 70，119，000円 馬単： 29，272，400円 ワイド： 51，047，700円
3連複： 97，122，800円 3連単： 109，264，000円 計： 458，865，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 320円 � 230円 � 150円 枠 連（3－6） 1，120円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 760円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 47，920円

票 数

単勝票数 計 370499 的中 � 22274（6番人気）
複勝票数 計 475546 的中 � 31656（6番人気）� 51403（3番人気）� 98754（1番人気）
枠連票数 計 174348 的中 （3－6） 11992（3番人気）
馬連票数 計 701190 的中 �� 10365（22番人気）
馬単票数 計 292724 的中 �� 2189（38番人気）
ワイド票数 計 510477 的中 �� 7205（26番人気）�� 17582（6番人気）�� 20685（4番人気）
3連複票数 計 971228 的中 ��� 12318（16番人気）
3連単票数 計1092640 的中 ��� 1653（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―51．0―1：03．0―1：15．3―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フラッシングジェム �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．13 中山1着

2016．2．26生 牝3青鹿 母 ロマンシングジェム 母母 ル ビ ー 2戦2勝 賞金 13，500，000円



21033 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第9競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

44 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 450－ 61：22．1 1．8�
33 テリオスヒメ 牝2鹿 54 大野 拓弥鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 446＋ 41：22．31	 7．7�
11 コパノビアンカ 牝2青鹿54 藤田菜七子小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 422－ 61：22．83 10．0�
89 ミーハディビーナ 牝2青鹿54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 424－ 61：23．11
 29．6�
88 ダンシングサンダー 牡2栗 54 三浦 皇成永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 454＋ 41：23．41
 8．9�
66 マイネルテナシャス 牡2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：24．14 24．5	
22 エールヴィオレ 牝2栗 54 田辺 裕信佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 424－101：24．52� 4．3

77 ネガワンニダ 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 浦河 富菜牧場 400± 01：25．03 293．9�
55 ナイトコマンダー 牡2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 454＋ 41：25．42� 237．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，499，600円 複勝： 48，220，900円 枠連： 12，692，600円
馬連： 67，017，900円 馬単： 43，182，400円 ワイド： 40，348，200円
3連複： 80，427，600円 3連単： 177，387，400円 計： 519，776，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 504996 的中 � 228188（1番人気）
複勝票数 計 482209 的中 � 193080（1番人気）� 58746（3番人気）� 42502（5番人気）
枠連票数 計 126926 的中 （3－4） 14301（3番人気）
馬連票数 計 670179 的中 �� 80649（2番人気）
馬単票数 計 431824 的中 �� 36942（3番人気）
ワイド票数 計 403482 的中 �� 47170（2番人気）�� 32160（4番人気）�� 15521（8番人気）
3連複票数 計 804276 的中 ��� 45009（5番人気）
3連単票数 計1773874 的中 ��� 34140（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．2―59．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレナアヴァンティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2019．6．29 福島1着

2017．4．28生 牝2鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 2戦2勝 賞金 23，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイトコマンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日まで平地競

走に出走できない。

21034 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．8．4以降1．7．28まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

68 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 55 戸崎 圭太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：58．7 9．8�
56 サーレンブラント 牡5鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 452－ 4 〃 クビ 24．1�
67 パラダイスリーフ 牡3黒鹿53 石橋 脩 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：58．8クビ 2．0�
33 シ ョ パ ン 牡6黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 18．5�
11 ディアシューター 牡5黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 488－101：58．9� 48．1	
710 ショワドゥロワ 牡5黒鹿55 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋ 61：59．32� 21．8

55 アトミックフォース 牡3鹿 54 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460－ 21：59．4アタマ 3．0�
22 ア シ ェ ッ ト 牝4鹿 52 藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 426± 01：59．5� 15．0�
812 プラチナアッシュ 	4黒鹿54 菊沢 一樹畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 468＋ 61：59．92� 11．8
79 レッドストーリア 牝5鹿 51 野中悠太郎 �東京ホースレーシング 石坂 公一 日高 下河辺牧場 416± 02：00．85 129．7�
811 ワイルドゲーム 牡6鹿 53 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B496－ 62：01．01
 391．2�
44 スワンボート 牡9鹿 50 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 474－ 6 〃 アタマ 652．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，431，500円 複勝： 68，247，500円 枠連： 23，597，600円
馬連： 134，782，600円 馬単： 57，777，100円 ワイド： 77，727，100円
3連複： 171，030，000円 3連単： 269，488，100円 計： 866，081，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 190円 � 320円 � 120円 枠 連（5－6） 230円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 10，610円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 430円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 30，480円

票 数

単勝票数 計 634315 的中 � 51473（3番人気）
複勝票数 計 682475 的中 � 81206（3番人気）� 39514（7番人気）� 203462（1番人気）
枠連票数 計 235976 的中 （5－6） 77683（1番人気）
馬連票数 計1347826 的中 �� 21924（16番人気）
馬単票数 計 577771 的中 �� 4083（33番人気）
ワイド票数 計 777271 的中 �� 16213（15番人気）�� 50142（2番人気）�� 24199（11番人気）
3連複票数 計1710300 的中 ��� 36613（9番人気）
3連単票数 計2694881 的中 ��� 6410（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．5―47．2―59．6―1：11．9―1：23．8―1：35．4―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．9
3 12（5，7，11）（9，10）（3，8）（1，2）（4，6） 4 12（5，7，11）10（3，8）（1，9，2）6，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤアゼリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．3．18生 牡5鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 17戦3勝 賞金 53，427，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。追 加 記 事（第 2回福島競馬第 8日第 3競走）

〔その他〕　　カフェオセロット号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「3
走成績による出走制限」の適用を除外。



21035 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第11競走
ディープインパクト追悼競走

��
��1，200�

え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．8．4以降1．7．28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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ストロベリームーン 牝5青鹿55 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 444－ 41：10．6 1．9�
712 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 54 田中 勝春一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B444－ 41：10．7� 48．5�
815 オルトグラフ 牝3黒鹿51 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 愛 Godolphin 500＋ 81：11．02 17．9�
22 ノーフィアー 牡5栗 54 内田 博幸平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 498＋ 4 〃 ハナ 13．6�
713� ワンダーアマービレ 牝5鹿 52 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 462＋101：11．1クビ 13．1�
46 アーバンイェーガー 牡5黒鹿55 戸崎 圭太西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 502± 0 〃 アタマ 6．9	
47 	 アスタースウィング 牡5栗 56 三浦 皇成加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520± 01：11．2� 5．5

34 	 ハニージェイド 牝5黒鹿52 柴田 大知吉田 和子氏 
島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

478－ 21：11．3� 18．5�
11 ゲ キ リ ン 牡5栗 54 川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 476－ 21：11．4� 48．2�
59 オーヴァーライト �4栗 54 嶋田 純次 サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B476－ 21：11．5� 77．4�
23 セパヌイール 牝4栗 52 松岡 正海レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 462＋181：11．6クビ 109．6�
610 マイネルラック 牡6鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 478＋ 4 〃 クビ 219．8�
58 � スティンライクビー �7青鹿53 吉田 豊 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 466－ 6 〃 ハナ 75．0�
35 ライジングリーズン 牝5青鹿53 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 498＋ 61：12．13 86．0�
611	 リ モ ン デ ィ 牡5鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 黒岩 陽一 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 556＋ 81：12．95 18．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 93，961，700円 複勝： 120，832，200円 枠連： 61，672，600円
馬連： 254，368，300円 馬単： 103，107，200円 ワイド： 145，827，300円
3連複： 392，846，300円 3連単： 534，534，400円 計： 1，707，150，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 870円 � 410円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 680円 �� 7，650円

3 連 複 ��� 20，740円 3 連 単 ��� 96，130円

票 数

単勝票数 計 939617 的中 � 390493（1番人気）
複勝票数 計1208322 的中 � 348748（1番人気）� 25982（11番人気）� 62029（7番人気）
枠連票数 計 616726 的中 （7－8） 49863（2番人気）
馬連票数 計2543683 的中 �� 36406（17番人気）
馬単票数 計1031072 的中 �� 10966（22番人気）
ワイド票数 計1458273 的中 �� 21091（18番人気）�� 58692（7番人気）�� 4681（57番人気）
3連複票数 計3928463 的中 ��� 14204（63番人気）
3連単票数 計5345344 的中 ��� 4031（271番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．5―11．7―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロベリームーン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．3．25生 牝5青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 17戦5勝 賞金 99，504，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アメリカンファクト号・サザンヴィグラス号・ストロングトリトン号・タガノアム号・タガノヴィッター号・

プレシャスルージュ号・ブロワ号・メイショウアリソン号・メイショウサチシオ号・メイショウミライ号・
リュウノユキナ号・レッドアネラ号・レレマーマ号

21036 8月3日 晴 良 （1新潟2） 第3日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：19．0
1：19．0

良
良

36 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＋ 81：20．6 11．0�
817 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 52 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 61：20．7� 1．8�
24 ライレローズ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432± 01：21．33	 16．9�
818 トミケンルーア 
3鹿 54 松岡 正海冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 460＋ 21：21．4� 36．4�
612� ヴァイスジーニー 牡5芦 57

56 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 米

Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

516－101：21．61 133．9	
714 グランドピルエット 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 ハナ 24．4

48 カステヘルミ 牝3黒鹿52 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 414－10 〃 アタマ 22．2�
59 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 B504± 0 〃 クビ 7．7�
611 ラ ン ス マ ン 
4鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550＋ 21：21．7	 33．7
816 ブルーハワイアン 牝4栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 470＋121：21．8	 189．5�
12 � コスモフェリーク 牝4栗 55 木幡 巧也栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：22．01 161．6�
713 マリアルージュ 牝3青鹿52 大野 拓弥河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 454－ 2 〃 クビ 44．7�
23 スズノムサシ 牡3青鹿54 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 458＋ 41：22．42	 6．8�
510 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 498＋121：22．61 174．4�
715 テトラクォーク 牝4鹿 55

53 △木幡 育也 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 434＋101：22．92 41．7�
11 マートルリース 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 458－ 2 〃 クビ 14．5�

35 カワキタロマン 牡4黒鹿 57
56 ☆武藤 雅川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 480＋ 61：23．32	 358．3�

47 � サンマルスイート 牝5黒鹿55 木幡 初也相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 456－ 61：23．61� 418．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 79，637，100円 複勝： 113，971，100円 枠連： 41，901，000円
馬連： 158，423，900円 馬単： 71，605，300円 ワイド： 119，132，100円
3連複： 236，943，700円 3連単： 329，441，000円 計： 1，151，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 250円 � 110円 � 310円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，770円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 22，130円

票 数

単勝票数 計 796371 的中 � 57732（4番人気）
複勝票数 計1139711 的中 � 88186（4番人気）� 419469（1番人気）� 65503（5番人気）
枠連票数 計 419010 的中 （3－8） 33191（4番人気）
馬連票数 計1584239 的中 �� 133184（2番人気）
馬単票数 計 716053 的中 �� 17919（11番人気）
ワイド票数 計1191321 的中 �� 77775（2番人気）�� 15725（17番人気）�� 63395（4番人気）
3連複票数 計2369437 的中 ��� 56866（6番人気）
3連単票数 計3294410 的中 ��� 10788（59番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．6―12．1―11．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．3―57．4―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 11，13（8，15）（7，16）6（5，2，14，17）（1，4，18）（10，9）12，3 4 11（8，13）（7，15，16）6（2，17）（5，14，18）4（1，9）10，12，3
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 7戦2勝 賞金 19，100，000円
〔発走状況〕 テトラクォーク号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アートシュアリー号
（非抽選馬） 1頭 ダンシングチコ号



（1新潟2）第3日 8月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

198，150，000円
5，180，000円
19，440，000円
1，140，000円
21，850，000円
72，639，500円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
555，859，700円
709，620，500円
260，378，600円
1，047，972，700円
485，595，900円
704，803，400円
1，493，293，500円
2，067，552，800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
計 7，325，077，100円

総入場人員 8，566名 （有料入場人員 7，042名）
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