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単勝
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21049 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上オープン
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，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

68 マイネルアトゥー 牡6青鹿60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 63：05．0 1．6�

44 ノワールギャルソン 牡7黒鹿62 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 454± 0 〃 ハナ 5．9�
56 スワーヴエドワード 牡4鹿 60 蓑島 靖典�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 03：06．49 18．8�
55 マイネルヴァッサー 牡6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± 03：06．82� 9．6�
79 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 上野 翔�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 464＋ 83：07．75 97．8�
811 ダノンシーザー 牡7鹿 60 白浜 雄造�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 462－ 23：08．23 12．0	
67 レジェンドパワー �7黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 442－ 23：08．41 146．0

710 サムライフォンテン 牡6黒鹿60 草野 太郎吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 488＋ 63：08．61� 117．9�
22 	 ヤマタケジャイアン �6芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 462＋ 23：08．81� 53．4�
11 レッドライジェル �7鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 （競走中止） 18．6
33 ローレルヴィクター 牡5鹿 60 森 一馬 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 464＋ 2 （競走中止） 7．7�
812 シゲルピーマン �4鹿 60 熊沢 重文森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 4 （競走中止） 38．5�
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売 得 金
単勝： 18，693，700円 複勝： 33，186，100円 枠連： 8，383，400円
馬連： 32，569，400円 馬単： 18，899，000円 ワイド： 24，611，900円
3連複： 52，998，800円 3連単： 76，346，200円 計： 265，688，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 550円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 186937 的中 � 88214（1番人気）
複勝票数 計 331861 的中 � 167755（1番人気）� 43171（2番人気）� 11961（6番人気）
枠連票数 計 83834 的中 （4－6） 12188（1番人気）
馬連票数 計 325694 的中 �� 50218（1番人気）
馬単票数 計 188990 的中 �� 20158（1番人気）
ワイド票数 計 246119 的中 �� 32981（1番人気）�� 10584（5番人気）�� 5634（12番人気）
3連複票数 計 529988 的中 ��� 20347（6番人気）
3連単票数 計 763462 的中 ��� 9828（10番人気）
上り 1マイル 1：42．6 4F 49．8－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

2
�
6－4－8－12，7－11（9，5）－（2，10）・（6，4）－8＝（7，12）5＝（11，9）－（10，2）

勝馬の
紹 介

マイネルアトゥー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．3．10生 牡6青鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 障害：3戦2勝 賞金 26，700，000円
〔競走中止〕 レッドライジェル号は，2号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ローレルヴィクター号は，3号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
シゲルピーマン号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

21050 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5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

610 ラブイスキア 牝3黒鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 小西 一男 新冠 小泉 学 486－ 81：56．2 7．4�
46 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム B432± 01：56．3� 10．3�
34 ピチカートポルカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �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 520－ 2 〃 アタマ 3．7�
713 サイファリス 牝3黒鹿54 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 432－ 41：56．51� 7．9�
47 モッシュピット 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458－ 21：56．82 2．1	
611 ファイトフラッシュ 牝3黒鹿54 吉田 豊�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 460－ 41：56．9クビ 180．5

815 フォーアネーム 牝3鹿 54 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 488－ 6 〃 クビ 26．3�
11 マメールロア 牝3栗 54

53 ☆野中悠太郎 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B390＋ 41：57．11� 64．3�
59 ショーシンイ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 480－ 21：57．2� 52．8
35 リ ゼ 牝3栗 54 三浦 皇成榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 440－101：57．52 82．6�
58 レイナアブソルータ 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 436－ 61：57．7� 324．1�
712 オルピメント 牝3栗 54

52 △木幡 育也吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 406－ 61：57．91� 41．0�
22 ガ ー ラ ン ド 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462 ―1：58．32� 28．6�

814 キ ラ ス テ ラ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹�桜井牧場 高木 登 新ひだか 桜井牧場 466＋121：59．15 340．7�

（14頭）
23 アトムアリス 牝3黒鹿54 津村 明秀永井 廣司氏 松山 将樹 新冠 隆栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，261，000円 複勝： 49，576，300円 枠連： 11，875，400円
馬連： 51，818，800円 馬単： 28，203，200円 ワイド： 41，982，600円
3連複： 73，794，600円 3連単： 102，007，500円 計： 392，519，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 250円 � 160円 枠 連（4－6） 650円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 850円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 20，350円

票 数

単勝票数 差引計 332610（返還計 474） 的中 � 35931（3番人気）
複勝票数 差引計 495763（返還計 524） 的中 � 58418（3番人気）� 46203（5番人気）� 94844（2番人気）
枠連票数 差引計 118754（返還計 5 ） 的中 （4－6） 14027（3番人気）
馬連票数 差引計 518188（返還計 2203） 的中 �� 14610（9番人気）
馬単票数 差引計 282032（返還計 720） 的中 �� 3657（19番人気）
ワイド票数 差引計 419826（返還計 1346） 的中 �� 11990（9番人気）�� 24856（6番人気）�� 23218（7番人気）
3連複票数 差引計 737946（返還計 4897） 的中 ��� 20541（7番人気）
3連単票数 差引計1020075（返還計 6979） 的中 ��� 3633（66番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―14．3―14．1―12．5―12．1―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―39．1―53．2―1：05．7―1：17．8―1：30．7―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブイスキア �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．4．13 福島10着

2016．4．18生 牝3黒鹿 母 ジェシカピンク 母母 シーズインクルーデッド 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔出走取消〕 アトムアリス号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 レイナアブソルータ号・オルピメント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10日まで

平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴェネレ号

第２回 新潟競馬 第５日



21051 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5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

67 ココロノトウダイ 牡2鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504－ 81：47．9 2．7�
79 ヴィクターバローズ 牡2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 2．0�
22 マイネルシスネロス 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：48．21� 26．6�

78 ウインアステロイド 牡2青鹿 54
52 △木幡 育也�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 61：48．51� 329．6�

11 レインカルナティオ 牡2鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480－16 〃 クビ 6．9	
810 ノーブルミラクル 牡2芦 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 474－ 61：48．92� 84．3

44 リメインオブザデイ 牝2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 394－ 41：49．0クビ 72．2�
66 トリッキーカフェ 牡2鹿 54 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 448－ 4 〃 ハナ 32．6�
811 デ ィ ン ブ ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 61：49．32 11．6
55 マイネルスタイル 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 41：50．36 169．0�
33 バ ー ナ ム 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信岡牧場 444＋ 21：52．6大差 433．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，028，000円 複勝： 51，265，500円 枠連： 8，469，300円
馬連： 42，495，200円 馬単： 27，383，200円 ワイド： 31，475，000円
3連複： 56，374，200円 3連単： 102，907，100円 計： 355，397，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 150円 �� 620円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 350280 的中 � 105449（2番人気）
複勝票数 計 512655 的中 � 110899（2番人気）� 253040（1番人気）� 20503（5番人気）
枠連票数 計 84693 的中 （6－7） 26507（1番人気）
馬連票数 計 424952 的中 �� 132350（1番人気）
馬単票数 計 273832 的中 �� 39869（2番人気）
ワイド票数 計 314750 的中 �� 75076（1番人気）�� 10207（10番人気）�� 13029（7番人気）
3連複票数 計 563742 的中 ��� 36946（4番人気）
3連単票数 計1029071 的中 ��� 18606（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．7―48．4―1：01．1―1：13．3―1：24．8―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロノトウダイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．13 福島2着

2017．2．13生 牡2鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月10日まで平地競走に

出走できない。

21052 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第4競走 ��
��1，000�3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
53．7
53．7

良
良

714 マ ロ リ ン 牝3鹿 54 木幡 巧也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 55．5 8．8�
12 トモジャファイブ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 496－ 4 〃 クビ 49．7�
816 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 496－ 6 55．6クビ 5．7�

36 ヒートミープリーズ 牝3黒鹿 54
51 ▲大塚 海渡�高橋ファーム 高橋 裕 新ひだか 高橋フアーム 450＋ 4 56．02� 20．5�

23 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 444＋ 8 56．42� 3．6�
59 アイヴィーサ 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 堀井 雅広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 508－ 4 56．5� 40．0

510 ウインカーマイン 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎	ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 6 56．6� 5．9�
713 ブルーミングブーケ 牝3鹿 54 田辺 裕信 	コロンバスサークル 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 476－ 2 〃 クビ 22．6�
48 トーアマーブル 牝3鹿 54 木幡 初也高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 420－ 2 56．7クビ 102．5
612 モメチョッタ 牝3黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 432± 0 56．91 5．9�
35 ジュルングル 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大小林 薫氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 436－20 57．0� 35．0�
611 ブルーフェアリー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 424＋ 4 〃 アタマ 16．0�

24 スマートブランコ 牝3栗 54 嘉藤 貴行吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 408＋ 4 〃 アタマ 298．1�

715 フェアースカイ 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治�和田牧場 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 454＋18 57．21	 52．6�

817 モリトシュン 牡3青鹿56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B478＋ 2 57．3� 45．5�
11 ク ー ザ 牡3鹿 56 宮崎 北斗ライオンレースホース	 根本 康広 日高 Shall Farm 472－ 3 58．04 395．1�
818
 アースプレリュード 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 	グリーンファーム武井 亮 米 Summer Hill
Farm LLC B494－ 4 58．21� 15．3�

47 ビレッジクライ 牝3黒鹿54 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム B434＋10 59．05 244．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，886，100円 複勝： 42，447，900円 枠連： 22，084，700円
馬連： 58，921，000円 馬単： 26，773，300円 ワイド： 44，752，300円
3連複： 92，468，300円 3連単： 97，577，800円 計： 414，911，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 1，220円 � 220円 枠 連（1－7） 12，080円

馬 連 �� 21，500円 馬 単 �� 38，610円

ワ イ ド �� 5，960円 �� 990円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 38，460円 3 連 単 ��� 264，950円

票 数

単勝票数 計 298861 的中 � 27045（5番人気）
複勝票数 計 424479 的中 � 39906（5番人気）� 7453（13番人気）� 58165（3番人気）
枠連票数 計 220847 的中 （1－7） 1416（29番人気）
馬連票数 計 589210 的中 �� 2123（62番人気）
馬単票数 計 267733 的中 �� 520（115番人気）
ワイド票数 計 447523 的中 �� 1892（58番人気）�� 12108（10番人気）�� 2025（54番人気）
3連複票数 計 924683 的中 ��� 1803（125番人気）
3連単票数 計 975778 的中 ��� 267（785番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．0―43．8

上り4F43．6－3F33．3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ロ リ ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Selkirk デビュー 2018．6．23 東京6着

2016．3．12生 牝3鹿 母 ア ピ ー ル Ⅱ 母母 Amenixa 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビレッジクライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月10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〕 スマートブランコ号・フェアースカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10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 カツコノユメ号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 3日第 7競走）
〔その他〕　　ハーフパイント号は，競走中に疾病〔右第１趾節種子骨々折〕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。



21053 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35分 （ダート・左）
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
1：53．8
1：50．9

良
不良

23 タガノビューティー 牡2鹿 54 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 500 ―1：57．6 16．7�

22 シゲルミカヅキ 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 456 ―1：57．92 12．4�
46 アールブリッツ 牡2青 54 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム 522 ― 〃 ハナ 4．0�
58 ロードユリシス 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：58．0� 4．5�
814 ノーブルライラック 牝2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464 ―1：58．63� 53．7�
611 キ ヨ セ 牡2鹿 54 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 428 ―1：58．81 115．0	
11 ラ マ ト リ ス 牝2芦 54 大野 拓弥吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532 ―2：00．29 6．8

35 ナックライオン 牡2黒鹿54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 500 ―2：00．41 110．5�
712 シエスタキー 牡2鹿 54 丸山 元気 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 462 ―2：00．93 13．3�
610 アレアシオン 牡2栗 54 内田 博幸広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480 ― 〃 ハナ 5．7
59 アポロアーリー 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 天羽 禮治 506 ―2：01．43 30．9�
47 � マイネルティプトン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 474 ―2：01．61	 16．1�

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 B456 ―2：02．34 38．6�
713 クロカドッグ 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 490 ―2：02．4� 72．1�
815 コスモスーベニア 牡2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 508 ―2：03．03� 75．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，926，300円 複勝： 39，836，900円 枠連： 13，962，100円
馬連： 53，125，800円 馬単： 23，415，800円 ワイド： 37，145，200円
3連複： 67，742，300円 3連単： 73，078，100円 計： 341，232，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 400円 � 340円 � 160円 枠 連（2－2） 14，400円

馬 連 �� 11，930円 馬 単 �� 25，010円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，540円 �� 780円

3 連 複 ��� 16，330円 3 連 単 ��� 136，550円

票 数

単勝票数 計 329263 的中 � 16614（8番人気）
複勝票数 計 398369 的中 � 22159（8番人気）� 27338（5番人気）� 81721（1番人気）
枠連票数 計 139621 的中 （2－2） 751（30番人気）
馬連票数 計 531258 的中 �� 3450（35番人気）
馬単票数 計 234158 的中 �� 702（79番人気）
ワイド票数 計 371452 的中 �� 3005（34番人気）�� 6151（19番人気）�� 12728（7番人気）
3連複票数 計 677423 的中 ��� 3111（54番人気）
3連単票数 計 730781 的中 ��� 388（419番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．0―13．9―13．2―12．7―13．4―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．6―51．5―1：04．7―1：17．4―1：30．8―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
8，6（2，15）4（5，12）－（14，13）－（1，9，10）＝3，11－7・（8，6）2（15，12）14（5，4）10（11，1）（13，7，3）－9

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

勝馬の
紹 介

タガノビューティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．3．16生 牡2鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ノーブルライラック号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ノーブルライラック号は，発走調教再審査。
※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 シャイニーフック号・センジモン号・ペルリナージュ号

21054 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時05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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

36 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 416＋ 21：47．7 29．8�
714 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 462－ 4 〃 クビ 6．6�
818 コトブキスフェール 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 422－ 4 〃 ハナ 76．6�
59 トリックスター 牡3黒鹿56 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490＋ 21：47．8� 8．1�
612 ニシノプレジール 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 418＋141：47．9クビ 10．3�
611 レ プ ト ン 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 408－12 〃 アタマ 48．1	
35 ル ク リ リ 牝3栗 54 木幡 巧也菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444± 01：48．21� 32．3

48 チェリッシュユー 牝3黒鹿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 482＋16 〃 アタマ 13．5�
510 ルシェルドール 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 21：48．3� 18．1
817 カルダングリル 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 410＋26 〃 ハナ 91．1�
23 クーダルジャン 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 2 〃 アタマ 5．9�

47 ロードリッチ 牡3鹿 56 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：48．4� 3．2�
12 ジョディーベルボワ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹大塚 亮一氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 434－ 21：48．71� 357．0�
11 ヒドゥンヴェール 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：48．8� 12．2�
24 ペイシャラメント 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 432＋141：49．75 295．6�
715 ナムラピアス 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 450－ 41：49．8� 147．3�
816 トゥインクルリーフ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 444＋ 61：49．9クビ 25．8�
713 ペイドバケーション 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム B504± 01：50．22 32．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，148，300円 複勝： 51，592，800円 枠連： 18，680，600円
馬連： 64，345，400円 馬単： 25，958，200円 ワイド： 48，223，800円
3連複： 90，186，900円 3連単： 94，129，200円 計： 429，265，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 590円 � 220円 � 2，480円 枠 連（3－7） 2，920円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 15，520円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 14，520円 �� 7，190円

3 連 複 ��� 93，420円 3 連 単 ��� 454，950円

票 数

単勝票数 計 361483 的中 � 9695（10番人気）
複勝票数 計 515928 的中 � 21428（9番人気）� 75376（2番人気）� 4604（15番人気）
枠連票数 計 186806 的中 （3－7） 4958（13番人気）
馬連票数 計 643454 的中 �� 8263（23番人気）
馬単票数 計 259582 的中 �� 1254（63番人気）
ワイド票数 計 482238 的中 �� 8370（19番人気）�� 843（91番人気）�� 1711（69番人気）
3連複票数 計 901869 的中 ��� 724（244番人気）
3連単票数 計 941292 的中 ��� 150（1260番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．7―48．5―1：01．3―1：13．8―1：24．9―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．9
3 13，10（5，8）（9，15）（4，11，14）（7，18）（2，12，17）3（1，6）－16 4 ・（13，10）（5，8）（9，15，14）11（4，7，18）17（2，12）（1，3，6）16

勝馬の
紹 介

ショウナンハルラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．2．3 東京7着

2016．4．20生 牝3鹿 母 ショウナンタイリン 母母 ゴールデンページ 7戦1勝 賞金 6，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 ペイドバケーション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモアイトーン号・ハロールーラー号・ビジュティエ号・ラギッド号・ラスボス号



21055 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
2：24．6
2：20．6

良
良

22 エフェクトオン 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 436－ 22：28．6 2．3�
77 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 444± 0 〃 クビ 25．3�
55 ピ ン シ ェ ル 牡3鹿 54 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 42：28．7� 7．4�
11 パルティアーモ 牝3鹿 52

50 △木幡 育也 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 476± 02：28．8クビ 7．5�
66 レッドクーゲル 牡3栗 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 428＋ 82：28．9� 3．4	
44 � ヴァイスブリッツ 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治 �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 468＋112：29．0� 5．9


33 ギャラントグリフ 	6黒鹿 57
56 ☆野中悠太郎岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 518＋ 62：29．21
 47．1�

88 ルーラーキング 牡5鹿 57 石川裕紀人宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 470± 02：29．52 29．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，994，900円 複勝： 31，599，000円 枠連： 発売なし
馬連： 52，641，600円 馬単： 29，379，600円 ワイド： 31，011，400円
3連複： 60，532，800円 3連単： 129，955，900円 計： 371，115，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 320円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 680円 �� 390円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 20，350円

票 数

単勝票数 計 359949 的中 � 124085（1番人気）
複勝票数 計 315990 的中 � 102177（1番人気）� 17987（6番人気）� 29887（5番人気）
馬連票数 計 526416 的中 �� 17434（9番人気）
馬単票数 計 293796 的中 �� 6675（14番人気）
ワイド票数 計 310114 的中 �� 11656（9番人気）�� 22046（5番人気）�� 4037（20番人気）
3連複票数 計 605328 的中 ��� 10494（15番人気）
3連単票数 計1299559 的中 ��� 4628（79番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．1―12．4―13．5―13．4―13．3―12．3―12．2―11．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．1―37．2―49．6―1：03．1―1：16．5―1：29．8―1：42．1―1：54．3―2：06．0―2：17．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフェクトオン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Kalatos デビュー 2018．11．25 東京9着

2016．4．9生 牡3黒鹿 母 オヴァンボクイーン 母母 Oxalaguna 6戦2勝 賞金 18，042，000円

21056 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5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

58 フーズサイド 牡3黒鹿54 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 464－ 61：53．9 28．9�
47 � チェリートリトン 牡5芦 57

56 ☆野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 482－ 6 〃 アタマ 22．5�
713 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 54 大野 拓弥�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 21：54．22 2．9�
815 ゴールドフレーム 牡3栗 54 三浦 皇成外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 464－ 41：54．73 12．2�
712 ロゼフェニックス 牡4黒鹿57 北村 宏司髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420－ 4 〃 アタマ 182．5�
611 ベンガラグンジョウ 牡3鹿 54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 528＋ 81：54．8クビ 2．6	
34 コングールテソーロ 牡3鹿 54

53 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス
 高木 登 新ひだか 高橋フアーム 476± 01：54．9� 9．3�

35 プ レ ゼ ン ス �5黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 41：55．0� 48．3�

610 ニシノフルバンク 牡3栗 54
52 △木幡 育也西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B494± 01：55．21 154．0

11 ジ ャ ッ キ ー 牡5栗 57 丸山 元気本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484± 01：55．52 29．1�
814 ペイシャシキブ 牡3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B460＋ 41：55．6クビ 13．6�
22 サクラトップスター 牡4栗 57 江田 照男
トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 470＋101：55．81	 162．1�
46 キ ュ リ オ ス 牡3栗 54 内田 博幸中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 472＋ 21：56．22� 65．2�
23 � パ ー ク ス 牝3青鹿 52

49 ▲小林 凌大畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 526± 01：56．3� 296．9�

59 ファイナルマズル 牡3鹿 54 戸崎 圭太 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：56．61
 10．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，750，700円 複勝： 45，652，200円 枠連： 20，212，900円
馬連： 75，926，300円 馬単： 33，947，800円 ワイド： 51，996，400円
3連複： 102，774，600円 3連単： 120，296，800円 計： 488，557，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 430円 � 350円 � 150円 枠 連（4－5） 4，290円

馬 連 �� 17，730円 馬 単 �� 37，220円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 1，190円 �� 880円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 168，360円

票 数

単勝票数 計 377507 的中 � 10442（8番人気）
複勝票数 計 456522 的中 � 22651（8番人気）� 29363（7番人気）� 104503（1番人気）
枠連票数 計 202129 的中 （4－5） 3650（14番人気）
馬連票数 計 759263 的中 �� 3317（36番人気）
馬単票数 計 339478 的中 �� 684（73番人気）
ワイド票数 計 519964 的中 �� 4036（32番人気）�� 11295（13番人気）�� 15714（10番人気）
3連複票数 計1027746 的中 ��� 4741（46番人気）
3連単票数 計1202968 的中 ��� 518（402番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．2―13．5―13．0―12．4―12．6―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―50．9―1：03．9―1：16．3―1：28．9―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
10－7，15，6（3，12）9（2，4）（5，14，11）（1，8）13・（10，7）（15，12，11）（6，4，13）9（3，14，5）2，8，1

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

勝馬の
紹 介

フーズサイド �
�
父 シビルウォー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．9．15 中山6着

2016．3．31生 牡3黒鹿 母 キスショット 母母 キ ュ ー 11戦2勝 賞金 21，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の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



21057 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1勝クラス（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

47 エクセランフィーユ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 410－ 61：33．6 2．2�
46 フィリアーノ 牡3芦 54 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：33．81� 8．7�
712 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿52 武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：33．9	 4．5�
58 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 450－ 6 〃 アタマ 28．9�
611 モ レ ッ キ 
5黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472－ 41：34．32	 25．7�
34 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿52 宮崎 北斗 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：34．4	 50．5

814 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 8 〃 同着 17．0�
35 アトラクティヴ 牝3栗 52 M．デムーロ近藤 英子氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：34．5� 6．4�
23 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55 野中悠太郎土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 462± 01：34．81� 307．8
610 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450＋ 4 〃 アタマ 16．7�
713 ガ ト ン 
3芦 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 498－10 〃 クビ 64．9�
11 アートシュアリー 牝4黒鹿55 川又 賢治森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 ハナ 338．4�
22 � エンドゾーンダンス 牡4栗 57 菊沢 一樹尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 21：35．01� 341．9�
59 ラ テ ィ カ 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 488－ 41：35．1� 13．9�
815 ヤサカリベルテ 牡3栗 54 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B444－101：35．31� 158．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，605，700円 複勝： 68，098，400円 枠連： 24，190，800円
馬連： 93，696，600円 馬単： 45，340，800円 ワイド： 65，934，700円
3連複： 128，835，600円 3連単： 182，382，100円 計： 657，084，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 180円 � 150円 枠 連（4－4） 900円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 486057 的中 � 173372（1番人気）
複勝票数 計 680984 的中 � 169900（1番人気）� 77416（4番人気）� 115035（2番人気）
枠連票数 計 241908 的中 （4－4） 20730（4番人気）
馬連票数 計 936966 的中 �� 71285（3番人気）
馬単票数 計 453408 的中 �� 24629（3番人気）
ワイド票数 計 659347 的中 �� 34238（3番人気）�� 70386（1番人気）�� 31052（4番人気）
3連複票数 計1288356 的中 ��� 67263（2番人気）
3連単票数 計1823821 的中 ��� 25383（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．5―48．0―1：00．0―1：11．1―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセランフィーユ �
�
父 Frankel �

�
母父 Champs Elysees デビュー 2019．2．17 東京2着

2016．2．28生 牝3鹿 母 エクセレンスⅡ 母母 Xanadu Bliss 3戦2勝 賞金 17，878，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

21058 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

712 レッドラフェスタ 牝4栗 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 458＋181：46．7 3．7�
58 アルミレーナ 牝5芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454－ 21：46．8� 4．5�
69 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：46．9� 3．4�
711 エバーミランダ 牝4鹿 55 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 420± 01：47．0� 12．8�
34 レオコックブルー 牝4黒鹿55 石川裕紀人親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444＋101：47．1クビ 20．1	
57 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 武藤 雅諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462± 01：47．31� 15．9

22 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456＋ 2 〃 アタマ 45．8�
610 カーロバンビーナ 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408＋ 6 〃 アタマ 14．8�
11 トーホウアイレス 牝5青鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 470－ 2 〃 ハナ 12．4
814 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430± 0 〃 アタマ 108．0�
46 マルーンエンブレム 牝4栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 380－ 41：47．72 12．8�
813	 スエルテミノル 牝5鹿 55 津村 明秀吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：47．8� 57．2�
45 ダンツチョイス 牝4栗 55 菊沢 一樹山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 464＋161：48．86 99．3�
33 ブルレジーナ 牝4栗 55 大野 拓弥髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 454± 02：05．4大差 182．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，567，300円 複勝： 69，464，600円 枠連： 25，549，400円
馬連： 123，024，400円 馬単： 48，516，700円 ワイド： 76，240，500円
3連複： 166，069，200円 3連単： 202，959，400円 計： 761，391，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 280円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 495673 的中 � 104647（2番人気）
複勝票数 計 694646 的中 � 109575（3番人気）� 125976（2番人気）� 132033（1番人気）
枠連票数 計 255494 的中 （5－7） 37039（1番人気）
馬連票数 計1230244 的中 �� 99660（3番人気）
馬単票数 計 485167 的中 �� 21858（5番人気）
ワイド票数 計 762405 的中 �� 53395（3番人気）�� 58289（2番人気）�� 73068（1番人気）
3連複票数 計1660692 的中 ��� 126321（1番人気）
3連単票数 計2029594 的中 ��� 33882（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―11．9―12．3―12．8―12．0―10．9―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．7―49．0―1：01．8―1：13．8―1：24．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F32．9
3 5，11－（10，12）14（9，4，13）－7（1，8）6，2－3 4 5，11（10，12，14）（9，4，13）（1，7，8）（2，6）－3

勝馬の
紹 介

レッドラフェスタ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．1．13 中山3着

2015．2．20生 牝4栗 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 8戦3勝 賞金 37，869，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔調教再審査〕 ブルレジーナ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ブルレジーナ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21059 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．8．11以降1．8．4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

新潟日報賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

612 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 55 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B498－121：20．1 18．5�

59 モ ア ナ 牝5青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 アタマ 4．3�
510 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426－ 6 〃 クビ 9．7�
23 レ ノ ー ア 牝3栗 51 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 412＋101：20．41� 7．2�
817 アダムバローズ 牡5黒鹿56 大野 拓弥猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 504－ 81：20．61� 9．6�
12 ジュランビル 牝3黒鹿52 武藤 雅村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 456± 01：20．81 5．1	
47 アバルラータ 牝5鹿 53 三浦 皇成安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 460＋ 8 〃 クビ 20．1

611 レ オ ナ ル ド 牡6鹿 54 野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 21：21．01� 115．1�
35 
 コパノディール 牝6黒鹿52 江田 照男小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 442± 0 〃 ハナ 70．2�
36 レッドオルバース 牡7栗 55 内田 博幸 東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 クビ 159．8�
715 アンブロジオ 牡4栗 56 丸山 元気 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 0 〃 アタマ 40．2�
713 ボンセルヴィーソ 牡5栗 56 木幡 巧也名古屋友豊 池添 学 日高 白井牧場 470－ 2 〃 アタマ 22．4�
714 カネトシブレス 牝6鹿 52 柴田 大知兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446± 01：21．1クビ 80．4�
24 ルタンデュボヌール 牡5黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－121：21．2� 19．3�
818 カレングロリアーレ 牡3鹿 53 石橋 脩鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 454＋ 8 〃 クビ 6．4�
48 
 リュウノユキナ 牡4芦 54 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B502－ 21：21．51� 28．3�
11 コーディエライト 牝4栗 50 木幡 育也G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484－12 〃 クビ 94．8�
816 ド ゴ ー ル 牡3鹿 53 津村 明秀 カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 460－ 21：21．81� 59．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 89，231，100円 複勝： 142，098，700円 枠連： 77，782，100円
馬連： 295，970，100円 馬単： 104，188，100円 ワイド： 172，071，100円
3連複： 487，524，800円 3連単： 556，469，200円 計： 1，925，335，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 400円 � 180円 � 340円 枠 連（5－6） 2，030円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，470円 �� 830円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 75，190円

票 数

単勝票数 計 892311 的中 � 38488（7番人気）
複勝票数 計1420987 的中 � 81478（7番人気）� 252412（1番人気）� 99095（6番人気）
枠連票数 計 777821 的中 （5－6） 29585（8番人気）
馬連票数 計2959701 的中 �� 67803（12番人気）
馬単票数 計1041881 的中 �� 8236（35番人気）
ワイド票数 計1720711 的中 �� 32085（14番人気）�� 17401（30番人気）�� 54809（6番人気）
3連複票数 計4875248 的中 ��� 36087（26番人気）
3連単票数 計5564692 的中 ��� 5365（216番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．8―11．4―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．4―44．8―56．7―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ イ フ ル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．7．30 新潟10着

2014．4．26生 牡5鹿 母 ティアーオブジョイ 母母 レリッシュザソート 26戦5勝 賞金 80，741，000円
〔制裁〕 レオナルド号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ウエスタンラムール号・エスターテ号・ルガールカルム号

21060 8月10日 晴 良 （1新潟2） 第5日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時30分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 エターナルフレイム �5栗 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 526＋ 21：11．7 7．2�
47 アカツキジョー 牡4栗 57 戸崎 圭太河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 504＋ 61：12．23 17．9�
58 アロハブリーズ 牝3栗 52 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 466± 0 〃 アタマ 2．6�
23 クインズマラクータ 牡5栗 57

56 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 520± 01：12．3クビ 11．5�
814 モルゲンロート 牡6鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 476± 0 〃 クビ 5．6�
610 スズカモナミ 牝5鹿 55 北村 宏司永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428－ 21：12．4クビ 8．3	
11 	 ボーサンシー 牡6栗 57

56 ☆野中悠太郎吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

530－16 〃 アタマ 13．2

34 バシレウスライオン �6鹿 57 津村 明秀ライオンレースホース� 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 24．8�
815 ローレルジャック 牡6黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 486－101：12．6
 72．6
59 エトワールブリエ 牝4黒鹿55 内田 博幸 �ロードホースクラブ 田中 博康 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 4 〃 アタマ 27．9�
22 ナムラアッパレ 牡4鹿 57 丸山 元気奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 472＋ 41：12．7
 26．4�
35 � アストロローグ �4鹿 57 木幡 巧也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：12．91� 122．1�
712 トウショウデュエル 牡7栗 57 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B522－ 41：13．0 61．5�
611 ロトヴィグラス 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 476＋ 6 〃 クビ 30．0�
713 ジ ョ ワ イ ユ 牝5鹿 55

53 △木幡 育也�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 21：13．63 30．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，614，200円 複勝： 98，475，500円 枠連： 36，604，400円
馬連： 153，746，800円 馬単： 61，114，700円 ワイド： 113，077，600円
3連複： 232，729，200円 3連単： 275，749，800円 計： 1，047，112，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 450円 � 150円 枠 連（4－4） 6，110円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 470円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 39，400円

票 数

単勝票数 計 756142 的中 � 83544（3番人気）
複勝票数 計 984755 的中 � 124643（3番人気）� 43351（7番人気）� 207200（1番人気）
枠連票数 計 366044 的中 （4－4） 4642（27番人気）
馬連票数 計1537468 的中 �� 19103（25番人気）
馬単票数 計 611147 的中 �� 3895（46番人気）
ワイド票数 計1130776 的中 �� 14255（27番人気）�� 67544（2番人気）�� 21612（12番人気）
3連複票数 計2327292 的中 ��� 29363（11番人気）
3連単票数 計2757498 的中 ��� 5074（96番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．1―12．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．6―48．1―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルフレイム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．2．11 東京3着

2014．5．3生 �5栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス 13戦4勝 賞金 39，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アルベルティーヌ号・サンタナブルー号・ハルサカエ号・ミスパイロ号・リュウシンベガス号



（1新潟2）第5日 8月10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 173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

209，920，000円
2，590，000円
16，880，000円
1，520，000円
23，160，000円
72，749，000円
5，196，400円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
522，707，300円
723，293，900円
267，795，100円
1，098，281，400円
473，120，400円
738，522，500円
1，612，031，300円
2，013，859，100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 7，449，611，000円

総入場人員 9，194名 （有料入場人員 7，722名）
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