
21061 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10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
1：08．7
1：07．8

良
良

59 コスモカッティーボ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：10．8 3．2�
12 ヴォールヴィコント 牝2鹿 54 戸崎 圭太栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 482± 0 〃 クビ 5．5�
612 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 446＋ 21：10．9� 49．7�
48 ナックローズ 牝2鹿 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 418－ 8 〃 クビ 55．4�
11 タイキスウォード 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 432－ 81：11．11� 7．7�
816 クィーンアドバンス 牝2青 54 丸山 元気柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 458＋ 61：11．2� 28．5	
23 ロードカバチ 牡2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎 
ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 426＋ 2 〃 クビ 70．8�
713 コスモシークレット 牡2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：11．3� 12．7�
36 ルドラクシャ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 436＋ 81：11．4� 4．5
815 チンクエテッレ 牝2鹿 54 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 400－ 8 〃 アタマ 11．4�
35 ラヴアンドゲーム 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 434＋ 41：11．5クビ 16．6�
47 アスピラシオン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 368＋ 81：11．6� 152．1�
714 デルマガーネット 牝2黒鹿54 川島 信二浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 444＋161：11．92 219．7�
510 マイネルグッドデイ 牡2鹿 54 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 シンカンファーム 484± 01：12．0� 48．7�
611 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 428－ 21：12．63� 278．8�
24 イズジョーボヌール 牝2黒鹿54 菅原 隆一泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 428＋12 〃 ハナ 181．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，770，800円 複勝： 38，077，400円 枠連： 14，677，200円
馬連： 55，545，600円 馬単： 25，417，000円 ワイド： 39，689，600円
3連複： 78，020，000円 3連単： 93，622，400円 計： 369，820，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 870円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，860円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 33，830円

票 数

単勝票数 計 247708 的中 � 63923（1番人気）
複勝票数 計 380774 的中 � 80344（1番人気）� 60146（3番人気）� 7763（9番人気）
枠連票数 計 146772 的中 （1－5） 22269（1番人気）
馬連票数 計 555456 的中 �� 51504（2番人気）
馬単票数 計 254170 的中 �� 12727（2番人気）
ワイド票数 計 396896 的中 �� 31742（2番人気）�� 5155（21番人気）�� 3627（26番人気）
3連複票数 計 780200 的中 ��� 6354（30番人気）
3連単票数 計 936224 的中 ��� 2006（108番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．0―47．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．8
3 ・（8，12）（6，5，9）（2，7，10）（1，13，16）4（3，14，15）11 4 ・（8，12）（6，5，9）（2，7，10）（1，13，16）（3，4，15）（11，14）

勝馬の
紹 介

コスモカッティーボ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2019．6．1 東京6着

2017．3．25生 牡2鹿 母 ビラゴーティアラ 母母 ブルーファイブ 4戦1勝 賞金 7，750，000円

21062 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

47 トランスポーター 牡3芦 56 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 494＋ 41：54．2 1．9�
58 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492± 01：54．41� 7．5�
815 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 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 B504－12 〃 アタマ 4．8�
59 クリンカービルト 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 484＋ 41：54．82� 20．2�
46 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B492－ 41：54．9� 31．8	
611 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 柴田 善臣河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492± 01：55．64 15．7

713 ヴァンキッシュアイ 牡3鹿 56 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474＋141：56．23� 163．0�
34 ストームウォリアー �3黒鹿56 江田 照男伊東 純一氏 中川 公成 新ひだか 元道牧場 476－181：56．3� 11．2�
22 ストロングヘヴン �3青 56 西村 太一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 518－241：57．04 159．9
814 マイネルリッター 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム B532－ 21：57．1� 15．8�
712 ア ダ マ ー ス 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506－ 61：57．73� 66．9�
35 ア ル キ オ ネ 牡3黒鹿56 武士沢友治木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム 534 ―2：03．2大差 66．2�
23 ショウチクバイ 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 480－ 4 （競走中止） 24．9�
610 モーニングコン 牡3栗 56 西田雄一郎今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 440＋ 2 （競走中止） 128．2�

（14頭）
11 ストレートパンチ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 470＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，182，500円 複勝： 46，476，800円 枠連： 13，226，300円
馬連： 51，949，600円 馬単： 31，552，600円 ワイド： 39，417，700円
3連複： 73，253，100円 3連単： 111，554，800円 計： 397，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 410円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 差引計 301825（返還計 1004） 的中 � 126170（1番人気）
複勝票数 差引計 464768（返還計 2546） 的中 � 222030（1番人気）� 47332（3番人気）� 60884（2番人気）
枠連票数 差引計 132263（返還計 3689） 的中 （4－5） 19310（2番人気）
馬連票数 差引計 519496（返還計 6678） 的中 �� 62865（2番人気）
馬単票数 差引計 315526（返還計 3571） 的中 �� 30081（2番人気）
ワイド票数 差引計 394177（返還計 6119） 的中 �� 41297（2番人気）�� 60635（1番人気）�� 20674（5番人気）
3連複票数 差引計 732531（返還計 18763） 的中 ��� 74282（1番人気）
3連単票数 差引計1115548（返還計 24109） 的中 ��� 34568（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．1―13．9―12．7―12．2―12．8―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．3―51．2―1：03．9―1：16．1―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トランスポーター �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．2．17 東京2着

2016．5．3生 牡3芦 母 マリアンヌカフェ 母母 ラ ハ ン ヌ 7戦1勝 賞金 11，400，000円
〔競走除外・発走状況〕 ストレートパンチ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右腕節部挫創〕を発症したため

競走除外。
ヴァンキッシュアイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
アルキオネ号は，発進不良〔出遅れ〕。
ストロングヘヴン号は，発走地点で放馬。馬体検査。
発走時刻13分遅延。

〔競走中止〕 ショウチクバイ号は，競走中に疾病〔両前繋靭帯不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
モーニングコン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ストレートパンチ号は，令和元年8月12日から令和元年9月10日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 ヴァンキッシュアイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルキオネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11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 ハードエイム号・ミニオンペール号
（非抽選馬） 2頭 シゲルサファイア号・ドリームリッチ号

第２回 新潟競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



21063 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時15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

814 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448＋ 61：11．7 22．7�
23 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 484－ 21：12．01� 1．6�
59 エンシャントロア 牝3栗 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 482＋ 2 〃 クビ 6．2�
22 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56 丸山 元気原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 450＋ 61：13．06 9．3�
712 ボルンタード 牡3鹿 56 内田 博幸西森 功氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 472＋ 81：13．1	 7．8�
611 ラ キ ウ ラ 牡3黒鹿56 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 480＋201：13．2	 13．5	
34 ジャストインタイム 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治下河邉行信氏 伊藤 伸一 日高 坂 牧場 472－ 21：13．41
 236．0

713 イチゴチャン 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 428＋101：14．14 12．8�
35 シンボリビーノ �3黒鹿56 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 野島牧場 452－281：14．2	 71．1�
47 ライフアンドソウル 牝3芦 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 日高 宝寄山 忠則 452－ 41：14．52 197．2
58 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 442＋ 4 〃 クビ 53．3�
610 リバティヘッド 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 深山 雅史 日高 神島 芳仁 462＋ 61：15．13	 170．1�

11 ハーモニービート �3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 502＋101：15．2� 127．0�
815 エミークイーン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也小関 昭次氏 尾形 和幸 日高 日高大洋牧場 516＋ 61：18．5大差 223．7�
46 ハーモニースパーク 牡3鹿 56 嶋田 純次日下部勝德氏 石毛 善彦 新ひだか 土田 和男 468－141：19．45 451．3�
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売 得 金
単勝： 32，664，800円 複勝： 95，097，500円 枠連： 12，977，500円
馬連： 54，582，800円 馬単： 36，045，000円 ワイド： 43，031，300円
3連複： 81，719，200円 3連単： 136，599，700円 計： 492，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 280円 � 110円 � 150円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 500円 �� 980円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 18，230円

票 数

単勝票数 計 326648 的中 � 11508（7番人気）
複勝票数 計 950975 的中 � 26642（6番人気）� 652913（1番人気）� 70542（2番人気）
枠連票数 計 129775 的中 （2－8） 8087（5番人気）
馬連票数 計 545828 的中 �� 28488（5番人気）
馬単票数 計 360450 的中 �� 5360（15番人気）
ワイド票数 計 430313 的中 �� 20346（5番人気）�� 9530（12番人気）�� 65576（1番人気）
3連複票数 計 817192 的中 ��� 34928（5番人気）
3連単票数 計1365997 的中 ��� 5430（62番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．3
3 3（9，12）－14，4，5（1，15）（11，13）（2，10）7，8＝6 4 3（9，12）－14－4，5－（1，11）－（2，15，13）（7，10）8＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノブレンド �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．2 東京6着

2016．5．4生 �3芦 母 セトウチダイヤ 母母 テレサザティーチャ 8戦1勝 賞金 8，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エミークイーン号・ハーモニースパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年10月11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〕 ハーモニービート号・ライフアンドソウル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月11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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アキセブン号・アニマート号・アースエアブリーズ号・イッツザファースト号・デルマヴェルサイユ号・

デルマオイセサン号・ヒカルフラッシュ号・ラヴィブリランテ号

21064 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・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
1：59．7
1：56．1

良
良

22 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 428－ 21：59．9 2．6�

610 ブライティアセルバ 牝3黒鹿 54
53 ☆武藤 雅小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 426－ 22：00．22 3．2�

34 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 矢野牧場 420± 02：00．3� 11．9�

23 アディクション 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－ 42：00．51� 6．9�
46 ココリアッピア 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋ 82：00．6� 11．6	
59 サバイバルトリック 牝3黒鹿54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 438－ 42：00．7� 30．7

58 ブラックエンジェル 牝3黒鹿54 和田 竜二太田珠々子氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 430＋ 72：00．8� 56．9�
11 ノアクリスティン 牝3鹿 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 480＋ 4 〃 クビ 114．8�
814 サクラトスカーナ 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 462－ 22：01．01 22．8
713 ダイワエターナル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454＋ 82：01．1� 27．2�
35 レディオスカル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 442－ 22：01．41� 51．5�
47 プリンセスシャイン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 406＋ 42：01．82� 302．5�
815 エレンボーゲン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B448＋ 22：02．22� 26．1�
611 ジュンサンム 牝3鹿 54 津村 明秀河合 純二氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．51� 22．7�
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712 エバーブラック 牝3黒鹿54 木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 450－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，417，000円 複勝： 45，396，600円 枠連： 16，869，200円
馬連： 62，005，600円 馬単： 29，356，100円 ワイド： 47，829，500円
3連複： 89，070，800円 3連単： 109，405，900円 計： 436，350，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 240円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 520円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 差引計 364170（返還計 191） 的中 � 111138（1番人気）
複勝票数 差引計 453966（返還計 305） 的中 � 111488（1番人気）� 83450（2番人気）� 35647（5番人気）
枠連票数 差引計 168692（返還計 26） 的中 （2－6） 32744（1番人気）
馬連票数 差引計 620056（返還計 1199） 的中 �� 89511（1番人気）
馬単票数 差引計 293561（返還計 529） 的中 �� 22773（1番人気）
ワイド票数 差引計 478295（返還計 917） 的中 �� 58456（1番人気）�� 22159（4番人気）�� 11545（11番人気）
3連複票数 差引計 890708（返還計 2701） 的中 ��� 31767（5番人気）
3連単票数 差引計1094059（返還計 2672） 的中 ��� 11602（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．9―12．2―12．0―12．0―12．1―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．1―47．3―59．3―1：11．3―1：23．4―1：35．5―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズロザーナ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2019．2．11 東京5着

2016．2．24生 牝3栗 母 アンルーリー 母母 サイレントベッド 7戦1勝 賞金 10，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。
〔競走除外〕 エバーブラック号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。



21065 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6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

712 カトゥルスフェリス 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436 ―1：50．1 1．3�
33 ホウショウエポック 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣芳賀美知子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 456 ―1：50．2� 31．2�
57 アルマフォルト 牡2黒鹿54 和田 竜二名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム 500 ―1：50．3クビ 6．5�
814 ラグビーボーイ 牡2黒鹿54 北村 宏司齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 488 ―1：50．93	 32．8�
58 テントゥワン 牡2芦 54 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 浦河 田中スタッド 476 ―1：51．0� 36．7	
22 
 オーシャンアイ 牡2栗 54 秋山真一郎ゴドルフィン 高橋 義忠 米 Jean Etienne

Dubios 492 ―1：51．1� 16．5

69 サルサデスティニー 牡2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 436 ―1：51．73	 77．7�
711 ディーカラーズ 牡2栗 54

52 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476 ―1：52．23 110．2�
610 グロワールポン 牝2鹿 54 木幡 巧也花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 492 ― 〃 クビ 124．8
46 ミ ナ ト 牡2鹿 54 戸崎 圭太村田 能光氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 468 ―1：52．51	 12．5�
11 ニシノルーチェ 牝2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 �川 啓一 456 ― 〃 クビ 30．7�
813 コスモユニック 牡2芦 54 柴田 大知 �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 482 ―1：52．6クビ 143．3�
45 コ ル ニ リ ア 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 430 ―1：53．02	 44．0�
34 セ ン ジ モ ン 牡2栗 54 井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 斉藤英牧場 488 ―1：58．5大差 295．2�
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売 得 金
単勝： 44，328，000円 複勝： 125，673，300円 枠連： 12，714，700円
馬連： 58，190，600円 馬単： 40，620，200円 ワイド： 43，528，600円
3連複： 76，603，900円 3連単： 140，392，300円 計： 542，051，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 320円 � 140円 枠 連（3－7） 1，230円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 560円 �� 190円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 443280 的中 � 263977（1番人気）
複勝票数 計1256733 的中 � 990304（1番人気）� 19106（7番人気）� 72932（2番人気）
枠連票数 計 127147 的中 （3－7） 7958（5番人気）
馬連票数 計 581906 的中 �� 32110（5番人気）
馬単票数 計 406202 的中 �� 19524（7番人気）
ワイド票数 計 435286 的中 �� 17650（6番人気）�� 74818（1番人気）�� 7343（14番人気）
3連複票数 計 766039 的中 ��� 30879（4番人気）
3連単票数 計1403923 的中 ��� 15196（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．0―50．3―1：03．6―1：16．3―1：27．5―1：38．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カトゥルスフェリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy 初出走

2017．2．16生 牝2鹿 母 ステファニーズキトゥン 母母 Unfold the Rose 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コルニリア号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 コルニリア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センジモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11日まで平地競走に

出走できない。
※センジモン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21066 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走13時05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
1：33．4
1：32．3

良
良

56 サンクテュエール 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442 ―1：36．5 1．5�
68 ファイヤーテーラー 牝2栗 54 岡田 祥嗣中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 470 ―1：36．71� 7．4�
67 コンカルノー 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 442 ―1：37．44 143．1�
22 ガストロノミスト 牡2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 476 ―1：37．5� 4．7�
11 サンダーブリッツ 牡2黒鹿54 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 472 ―1：37．71� 41．8�
710 ロードアルビオン 牡2鹿 54 戸崎 圭太 	ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 442 ― 〃 クビ 8．6

811 ルナエクリプス 牡2栗 54 津村 明秀吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 506 ―1：38．02 50．3�
33 コスモケルビン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 490 ―1：38．63� 163．7�
55 ヒューズライン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：38．7� 74．5
812 ハートスートラ 牡2栗 54

53 ☆武藤 雅西川 礦氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 460 ―1：39．01� 185．4�
79 ヴ ェ ロ ニ ク 牝2青鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ― 〃 クビ 79．1�
44 バーンパッション 牡2黒鹿54 石橋 脩岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 460 ―1：40．17 43．9�
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売 得 金
単勝： 52，466，000円 複勝： 115，614，700円 枠連： 11，665，200円
馬連： 61，479，800円 馬単： 43，762，000円 ワイド： 42，378，000円
3連複： 81，875，600円 3連単： 162，566，000円 計： 571，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，170円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，940円 �� 6，540円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 28，770円

票 数

単勝票数 計 524660 的中 � 271045（1番人気）
複勝票数 計1156147 的中 � 876585（1番人気）� 55684（4番人気）� 5322（10番人気）
枠連票数 計 116652 的中 （5－6） 15511（3番人気）
馬連票数 計 614798 的中 �� 80951（3番人気）
馬単票数 計 437620 的中 �� 45942（3番人気）
ワイド票数 計 423780 的中 �� 50345（3番人気）�� 5068（20番人気）�� 1466（41番人気）
3連複票数 計 818756 的中 ��� 4464（38番人気）
3連単票数 計1625660 的中 ��� 4096（77番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．9―12．8―12．5―11．5―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．5―50．3―1：02．8―1：14．3―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクテュエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Canadian Frontier 初出走

2017．2．13生 牝2鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 1戦1勝 賞金 7，000，000円



21067 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

710 レトロフィット 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 484－ 21：53．0 6．6�
56 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿52 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 454＋ 41：53．21 4．7�
69 ネオファルコン 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 466＋ 41：53．62� 109．9�
813 アルカイクスマイル 牝3青鹿 52

51 ☆武藤 雅�梅田牧場 高木 登 浦河 梅田牧場 528± 01：53．7� 2．4�
22 ハ ツ セ 牝3鹿 52 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 アタマ 41．8�
68 アポロプリンセス 牝4栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B486＋ 61：53．8クビ 9．9	
44 タイムリメンバード 牝3栗 52 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 470＋ 21：54．01� 28．6

711 タツオウカランブ 牝4栗 55 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 488－ 2 〃 アタマ 49．4�
57 アラゴネーゼ 牝3芦 52 丸山 元気�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 490＋261：54．63� 5．8
812 フジマサクイーン 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 462＋141：54．81� 45．5�
33 クラウンロマン 牝6芦 55 吉田 豊矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B470－ 41：55．65 13．0�
45 ラテリシウス 牝3黒鹿 52

50 △木幡 育也 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 514± 01：56．34 81．1�
11 ノーブルエイム 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士下河辺隆行氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 520＋301：56．4クビ 102．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，643，500円 複勝： 51，387，800円 枠連： 17，724，000円
馬連： 76，674，000円 馬単： 34，399，500円 ワイド： 51，711，200円
3連複： 102，911，900円 3連単： 129，159，400円 計： 502，611，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 180円 � 1，780円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 520円 �� 8，540円 �� 7，060円

3 連 複 ��� 40，980円 3 連 単 ��� 162，570円

票 数

単勝票数 計 386435 的中 � 46820（4番人気）
複勝票数 計 513878 的中 � 67345（3番人気）� 91700（2番人気）� 5449（13番人気）
枠連票数 計 177240 的中 （5－7） 18775（2番人気）
馬連票数 計 766740 的中 �� 44971（4番人気）
馬単票数 計 343995 的中 �� 9194（12番人気）
ワイド票数 計 517112 的中 �� 28129（4番人気）�� 1482（56番人気）�� 1795（51番人気）
3連複票数 計1029119 的中 ��� 1883（97番人気）
3連単票数 計1291594 的中 ��� 576（416番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．1―13．1―12．6―12．4―13．0―12．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．7―49．8―1：02．4―1：14．8―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レトロフィット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．11．17 東京7着

2016．4．8生 牝3鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 7戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 タイムリメンバード号の騎手嘉藤貴行は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

21068 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第8競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿 54
51 ▲山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 41：11．8 2．8�

59 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B514± 01：12．22� 48．8�
46 アメリカンツイスト 	4鹿 57 武士沢友治 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 480－ 61：12．3クビ 10．3�
713 エリンアクトレス 牝3栗 52 三浦 皇成田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B478－ 2 〃 クビ 3．9�
11 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 内田 博幸金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 450－ 41：12．4クビ 13．2�
815
 カーンテソーロ 牡3栗 54

53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 竹内 正洋 仏

Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

478＋ 4 〃 クビ 6．8	
611 タマモキャペリン 牝3鹿 52

51 ☆川又 賢治タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 450＋ 21：12．61 16．0

712� ラ ラ ロ ワ 	4黒鹿57 津村 明秀飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 500＋ 41：12．7� 9．6�
814� シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 大野 拓弥西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 524＋ 41：13．01� 28．9�
47 プロトイチバンボシ 牡3栗 54 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 496＋141：13．31� 57．2
35 テ ン キ セ キ 牝6鹿 55 木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B486－ 61：13．61� 201．9�
23 ワイルドグラス 	5鹿 57 江田 照男長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 476＋241：14．02� 173．1�
58 トモジャバロンド 牡3黒鹿54 丸山 元気吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋161：14．31� 15．4�
22 � ミラクルパレット 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 452－ 51：16．3大差 101．7�

（14頭）
610� フィールグッド 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 450－ 3 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，319，700円 複勝： 50，367，900円 枠連： 19，546，000円
馬連： 86，774，600円 馬単： 34，343，100円 ワイド： 57，568，700円
3連複： 115，615，500円 3連単： 131，706，900円 計： 534，242，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 680円 � 290円 枠 連（3－5） 1，870円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 710円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 67，150円

票 数

単勝票数 差引計 383197（返還計 805） 的中 � 109275（1番人気）
複勝票数 差引計 503679（返還計 1510） 的中 � 110862（1番人気）� 14918（10番人気）� 41472（6番人気）
枠連票数 差引計 195460（返還計 167） 的中 （3－5） 8058（9番人気）
馬連票数 差引計 867746（返還計 4868） 的中 �� 9446（26番人気）
馬単票数 差引計 343431（返還計 2256） 的中 �� 2769（37番人気）
ワイド票数 差引計 575687（返還計 4807） 的中 �� 6860（29番人気）�� 21873（6番人気）�� 3922（40番人気）
3連複票数 差引計1156155（返還計 12858） 的中 ��� 5818（54番人気）
3連単票数 差引計1317069（返還計 13524） 的中 ��� 1422（249番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムハヤスギル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．2生 牡3黒鹿 母 アイアムネフライト 母母 アイアムアドーター 10戦2勝 賞金 22，400，000円
〔競走除外〕 フィールグッド号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルパレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月11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 クインズラミントン号・ハルメキ号
（非抽選馬） 2頭 シャインカメリア号・スズカファイン号



21069 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第9競走 ��
��1，400�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
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 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

818 ウィンドライジズ 牡5鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468－101：21．1 14．5�
715 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 C．ルメール �シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446＋ 21：21．2� 1．9�
714 マイティーワークス 牝4青鹿55 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B464± 0 〃 クビ 128．7�
817 スイーズドリームス 牡5鹿 57 三浦 皇成大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－ 2 〃 ハナ 10．4�
612 コスモヨハネ 牡7栗 57 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492－ 61：21．3クビ 105．1	
816 ウィンターリリー 牝3芦 52 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 442＋ 4 〃 ハナ 37．4

24 シセイヒテン 牡4青 57 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 4 〃 アタマ 7．2�
12 ケ ワ ロ ス 牝4鹿 55 浜中 俊ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 446＋ 41：21．4クビ 35．3�
47 ナイトバナレット 牡5芦 57 中谷 雄太 �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 482＋ 2 〃 クビ 21．6
510 ミカリーニョ 牝4黒鹿55 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 456＋ 81：21．5� 26．7�
48 ド ゥ リ ト ル 牡4黒鹿57 武藤 雅大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム B498＋ 41：21．71
 293．1�
611 カワキタピリカ 牡6鹿 57 木幡 巧也川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506－ 6 〃 ハナ 350．2�
11 グ レ イ シ ア 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 454－101：21．91
 10．1�
35 � マジックバローズ 牡4鹿 57 田辺 裕信猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460＋101：22．0� 10．7�
23 ネームユアポイズン �5鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 96．9�
713 ニシノウララ 牝4青鹿55 野中悠太郎西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 B472＋101：22．1� 21．4�
59 ランウェイデビュー 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B496－ 41：22．52� 45．6�
36 � ルマーカーブル 牡3鹿 54 内田 博幸伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 526＋ 61：22．82 107．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 57，829，400円 複勝： 78，998，900円 枠連： 31，074，900円
馬連： 127，196，800円 馬単： 51，874，000円 ワイド： 85，297，600円
3連複： 181，295，700円 3連単： 206，656，500円 計： 820，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 380円 � 140円 � 1，950円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 610円 �� 15，230円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 35，560円 3 連 単 ��� 207，800円

票 数

単勝票数 計 578294 的中 � 31735（6番人気）
複勝票数 計 789989 的中 � 45142（6番人気）� 218537（1番人気）� 7377（16番人気）
枠連票数 計 310749 的中 （7－8） 47758（1番人気）
馬連票数 計1271968 的中 �� 72655（5番人気）
馬単票数 計 518740 的中 �� 8829（13番人気）
ワイド票数 計 852976 的中 �� 38485（5番人気）�� 1377（93番人気）�� 5008（44番人気）
3連複票数 計1812957 的中 ��� 3823（96番人気）
3連単票数 計2066565 的中 ��� 721（538番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．2―11．9―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．8―34．0―45．9―57．5―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（5，6，9，18）13（14，15）（2，17，3）12（4，10）（1，8）11（7，16） 4 ・（5，6，9，18）（14，15，13）（2，17，12，3）（4，10）1（8，11）（7，16）

勝馬の
紹 介

ウィンドライジズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2016．7．9 函館2着

2014．3．27生 牡5鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 24戦4勝 賞金 80，227，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
※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 エイシンスレイマン号

21070 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第10競走
新潟開港150周年記念

��
��1，800�

りゅうと

柳都ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

35 ドラゴンカップ 牡6鹿 57 M．デムーロ窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B458＋ 21：50．9 3．6�
59 ワイルドカード 牡5鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 554－ 41：51．0� 4．1�
23 アームズレングス 牝6鹿 55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504＋ 41：51．42	 14．3�
713 クイックファイア 牡4鹿 57 和田 竜二下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 474＋ 41：51．5� 5．9�
611 エルデュクラージュ 
5芦 57 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：51．71� 6．8�
34 フォーハンドレッド 牡5黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 476－ 61：51．8	 23．2	
58 クレマンダルザス 
6鹿 57 田辺 裕信吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 21：52．11	 11．9

46 ウインユニファイド 牡7黒鹿57 柴田 大知�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B518－ 21：52．31 142．4�
47 ネ コ ワ シ 牡4鹿 57 宮崎 北斗節 英司氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 512± 0 〃 アタマ 54．9
11 フォギーナイト 牡5芦 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 クビ 11．1�
814 ジュンスターホース 牡5栗 57 武藤 雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B472－ 61：52．4� 34．8�
712 スペリオルシチー 牡5鹿 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B472－ 41：52．6� 24．1�
610 ナムラシンウチ 牡5鹿 57 長岡 禎仁奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B508－ 81：52．7	 101．8�
22 メイショウマトイ 牡5鹿 57 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498－ 21：53．12	 126．5�
815 グラスブルース 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516± 01：53．42 50．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，750，900円 複勝： 82，107，700円 枠連： 31，898，600円
馬連： 150，649，400円 馬単： 58，088，500円 ワイド： 89，503，900円
3連複： 202，177，400円 3連単： 247，785，000円 計： 918，961，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 290円 枠 連（3－5） 520円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 770円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 567509 的中 � 125776（1番人気）
複勝票数 計 821077 的中 � 174365（1番人気）� 138275（2番人気）� 55287（6番人気）
枠連票数 計 318986 的中 （3－5） 47348（1番人気）
馬連票数 計1506494 的中 �� 157435（1番人気）
馬単票数 計 580885 的中 �� 30685（2番人気）
ワイド票数 計 895039 的中 �� 80076（1番人気）�� 28335（8番人気）�� 22193（10番人気）
3連複票数 計2021774 的中 ��� 55654（5番人気）
3連単票数 計2477850 的中 ��� 19095（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．9―13．0―12．5―12．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．6―48．5―1：01．5―1：14．0―1：26．8―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
10－13，9（5，11）（4，7）15（6，12）－（1，3，8）－14，2
10，13，9（5，11，8）（4，7，15，12，3）（6，1）－14－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンカップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Almutawakel デビュー 2016．1．9 京都1着

2013．3．8生 牡6鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 21戦4勝 賞金 75，852，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アポロユッキー号・タイセイプレシャス号

２レース目



21071 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第54回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

713 ミッキーグローリー 牡6青鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 554± 01：32．1 3．8�
714 ミエノサクシード 牝6栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474± 01：32．2	 11．7�
36 ソーグリッタリング 牡5鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 アタマ 7．1�
59 ディメンシオン 牝5鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 462＋ 4 〃 クビ 19．1�
35 サ ラ キ ア 牝4鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：32．41
 9．1	
47 ロードクエスト 牡6鹿 57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 462＋ 2 〃 クビ 37．6

48 エントシャイデン 牡4芦 56 中谷 雄太前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 61：32．5クビ 76．6�
611 リライアブルエース 牡6黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 2 〃 クビ 25．3�
510 ロシュフォール 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：32．7� 6．2
24 オールフォーラヴ 牝4鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 464＋121：32．91
 12．1�
817 ハーレムライン 牝4鹿 54 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 480＋10 〃 アタマ 38．8�
612 フローレスマジック 牝5鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：33．0� 34．6�
818 トミケンキルカス 牡7栗 56 柴田 大知冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B516－ 21：33．21
 192．1�
23 ケイデンスコール 牡3鹿 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：33．3� 4．8�
816 サンマルティン �7栗 56 津村 明秀 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：33．93	 129．7�
12 ヤングマンパワー 牡7黒鹿57 武藤 雅星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538＋ 81：34．43 197．1�
11 マイネルアウラート 牡8黒鹿57 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 81：36．010 334．2�
（17頭）

715 ファストアプローチ �4栗 56 木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 274，051，300円 複勝： 375，108，600円 枠連： 184，364，100円 馬連： 838，665，000円 馬単： 295，537，400円
ワイド： 490，630，600円 3連複： 1，447，813，900円 3連単： 1，979，620，300円 5重勝： 490，850，000円 計： 6，376，641，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 260円 � 240円 枠 連（7－7） 2，360円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 840円 �� 630円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 26，410円

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

キャリーオーバー なし����� 157，320円

票 数

単勝票数 差引計2740513（返還計 10） 的中 � 569856（1番人気）
複勝票数 差引計3751086（返還計 22） 的中 � 644025（1番人気）� 338811（5番人気）� 395208（4番人気）
枠連票数 計1843641 的中 （7－7） 60373（8番人気）
馬連票数 差引計8386650（返還計 187） 的中 �� 275235（8番人気）
馬単票数 差引計2955374（返還計 52） 的中 �� 58354（11番人気）
ワイド票数 差引計4906306（返還計 131） 的中 �� 150366（7番人気）�� 206514（2番人気）�� 106326（16番人気）
3連複票数 差引計14478139（返還計 452） 的中 ��� 194395（16番人気）
3連単票数 差引計19796203（返還計 375） 的中 ��� 54329（58番人気）
5重勝票数 差引計4908500（返還計 0 ） 的中 ����� 2184

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―11．8―11．5―11．8―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．7―46．5―58．0―1：09．8―1：20．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡6青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 13戦7勝 賞金 149，810，000円
〔出走取消〕 ファストアプローチ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アストラエンブレム号・キョウワゼノビア号・ストーミーシー号・ブレスジャーニー号・ボールライトニング号・

ランガディア号

21072 8月11日 晴 良 （1新潟2） 第6日 第12競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・直線）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

23 フジマサアクトレス 牝6鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B484＋12 55．0 11．8�
816� エムオールビー 牝3青鹿 52

49 ▲大塚 海渡大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 �橋本牧場 400＋ 8 〃 ハナ 67．7�
817 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 472＋ 2 55．32 7．3�
48 デルマオフクロサン 牝5黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 462＋22 〃 アタマ 32．3�
818� モアナブルー 牝5栗 55 戸崎 圭太平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 55．51� 2．8�
713 ラインギャラント 牝4芦 55

54 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 17．0�
714� シーイズチャンプ 牝5鹿 55 江田 照男ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 2 〃 ハナ 10．6	
47 ホワイトヘブン 牝3芦 52 菅原 隆一
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 480＋12 55．6クビ 138．2�
24 � ベ ル ペ ス カ 牝4鹿 55 田中 勝春山田信太郎氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 494＋10 〃 ハナ 23．7�
11 スカイズザリミット 牝3栗 52

50 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 450－ 8 〃 クビ 53．1
715 グラスレガシー 牝4黒鹿55 木幡 巧也半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516＋ 2 〃 アタマ 5．0�
510 シゲルジルコン 牝3栗 52 川島 信二森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 484－ 4 55．81 7．0�
12 テンプルツリー 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 森 牧場 464＋10 〃 クビ 64．4�
612� パ ス ポ ー ト 牝4黒鹿55 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 450－ 9 55．9クビ 47．0�
59 � ヨドノローズ 牝6栗 55 北村 宏司海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 466＋ 6 56．0	 239．6�
611 カクカクシカジーカ 牝4芦 55 嶋田 純次芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 422＋ 4 56．1
 62．0�
36 � ア テ ナ リ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 492＋22 〃 クビ 62．9�
35 � ディーズエフォート 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹
浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 472－ 6 56．2クビ 213．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 88，584，700円 複勝： 98，961，900円 枠連： 70，136，500円
馬連： 205，246，400円 馬単： 87，415，700円 ワイド： 134，160，200円
3連複： 335，354，800円 3連単： 441，955，300円 計： 1，461，815，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 380円 � 1，440円 � 280円 枠 連（2－8） 950円

馬 連 �� 40，400円 馬 単 �� 68，860円

ワ イ ド �� 11，410円 �� 1，660円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 82，730円 3 連 単 ��� 817，390円

票 数

単勝票数 計 885847 的中 � 59967（6番人気）
複勝票数 計 989619 的中 � 70742（6番人気）� 15585（14番人気）� 106081（3番人気）
枠連票数 計 701365 的中 （2－8） 56783（3番人気）
馬連票数 計2052464 的中 �� 3937（81番人気）
馬単票数 計 874157 的中 �� 952（145番人気）
ワイド票数 計1341602 的中 �� 2989（83番人気）�� 21286（17番人気）�� 5886（54番人気）
3連複票数 計3353548 的中 ��� 3040（204番人気）
3連単票数 計4419553 的中 ��� 392（1515番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．5―43．4

上り4F43．1－3F32．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジマサアクトレス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アーミジャー デビュー 2015．9．20 中山4着

2013．3．16生 牝6鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 27戦2勝 賞金 17，400，000円
〔制裁〕 ヤマニンベリンダ号の騎手小林凌大は，競走中盤で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

デルマオフクロサン号の騎手野中悠太郎は，競走後半で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

５レース目



（1新潟2）第6日 8月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

245，570，000円
25，550，000円
1，920，000円
28，990，000円
73，823，500円
4，969，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
775，008，600円
1，203，269，100円
436，874，200円
1，828，960，200円
768，411，100円
1，164，746，900円
2，865，711，800円
3，891，024，500円
490，850，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，424，856，400円

総入場人員 19，595名 （有料入場人員 17，228名）
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