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21109 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

713 アローズグリーム 牡2鹿 54 池添 謙一門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 496－ 81：22．6 6．8�
47 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 432＋101：22．7� 3．7�
24 サンタレジーナ 牝2栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 468－ 21：22．91� 46．2�
59 ハナズチューリップ 牝2黒鹿54 松岡 正海M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 木戸口 昌治 462－ 6 〃 ハナ 27．9�
817 ケルシャンス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 414＋12 〃 クビ 13．2�
12 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－101：23．0クビ 162．9	
818 テイエムリキオー 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 458＋ 2 〃 クビ 3．6

23 テイエムペガサス 牝2黒鹿 54

52 △杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 456－ 81：23．1クビ 153．4�
48 レイズアセイル 牝2栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 442± 01：23．2� 13．5
714 ラ ラ ラ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432－ 61：23．3� 171．6�
816 キネオダンサー 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 81：23．4� 4．8�
611 オメガベントレー 牡2栗 54 蛯名 正義原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450＋ 41：23．5� 18．5�
36 オルカアタック 牡2栗 54

53 ☆嶋田 純次 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 442± 01：23．6� 79．5�
510 アキノムーン 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 414－ 61：24．02� 268．9�
11 マイネルシェルト 牡2鹿 54 柴田 大知 �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 424－ 8 〃 ハナ 19．8�
35 カンタベリーワルツ 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤吉牧場 394－ 41：24．53 461．0�
612 リネンスウィフト 牝2黒鹿54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷 重雄 396－ 81：25．67 295．1�
715 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 462－ 61：25．81� 130．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，116，900円 複勝： 37，236，100円 枠連： 17，688，800円
馬連： 52，107，900円 馬単： 32，299，800円 ワイド： 23，822，100円
3連複： 66，875，200円 3連単： 103，760，400円 計： 354，907，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 160円 � 1，120円 枠 連（4－7） 930円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，490円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 19，540円 3 連 単 ��� 97，430円

票 数

単勝票数 計 211169 的中 � 24534（4番人気）
複勝票数 計 372361 的中 � 44448（4番人気）� 82704（1番人気）� 6255（10番人気）
枠連票数 計 176888 的中 （4－7） 14037（4番人気）
馬連票数 計 521079 的中 �� 32863（4番人気）
馬単票数 計 322998 的中 �� 7675（9番人気）
ワイド票数 計 238221 的中 �� 13166（3番人気）�� 1594（37番人気）�� 2597（26番人気）
3連複票数 計 668752 的中 ��� 2527（62番人気）
3連単票数 計1037604 的中 ��� 786（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．3―45．9―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アローズグリーム �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．7．20 福島2着

2011．2．24生 牡2鹿 母 トウカイサクラ 母母 ツジノダイアナ 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 イーグルアモン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：14

番）
※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 プロスパー号

21110 8月25日 晴 稍重 （25新潟2）第10日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 482＋ 41：11．8 3．2�
22 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B432＋ 2 〃 ハナ 7．3�
610 ヴェルタート 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 492＋101：12．43� 6．0�
46 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 5．8�
59 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 438＋ 21：12．93 20．0	
47 ボーラトウショウ 牝3栗 54

52 △杉原 誠人トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454＋141：13．11� 85．3

815 イナズマデーア 牝3鹿 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 小泉牧場 478－ 2 〃 クビ 46．7�
35 ピーコックグリーン 牝3芦 54

51 ▲花田 大昂岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 41：13．73� 250．4�
611 サンテレーズ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 416－141：14．65 61．6
11 ナスノクロス 牝3鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 500＋ 21：15．02� 3．1�
23 ブーケトウショウ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484－ 61：15．42� 92．0�
58 イイトコドリ 牝3鹿 54 西田雄一郎江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 414± 01：15．5� 265．8�
713 ギンノクツワ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 452＋ 81：15．92� 462．8�
34 ダイワボビー 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 488＋181：16．53� 132．5�
814 エキスカベイター 牝3鹿 54 松岡 正海大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 480 ―1：16．71� 71．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，203，400円 複勝： 38，177，700円 枠連： 11，120，300円
馬連： 48，304，700円 馬単： 34，499，600円 ワイド： 23，374，600円
3連複： 63，554，900円 3連単： 113，435，400円 計： 352，670，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 190円 � 200円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 390円 �� 440円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 202034 的中 � 50771（2番人気）
複勝票数 計 381777 的中 � 91631（1番人気）� 49933（4番人気）� 44963（5番人気）
枠連票数 計 111203 的中 （2－7） 8915（4番人気）
馬連票数 計 483047 的中 �� 36089（4番人気）
馬単票数 計 344996 的中 �� 15521（5番人気）
ワイド票数 計 233746 的中 �� 15705（4番人気）�� 13434（7番人気）�� 6693（11番人気）
3連複票数 計 635549 的中 ��� 22661（7番人気）
3連単票数 計1134354 的中 ��� 9635（23番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．3―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．8―46．1―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（2，9）6（1，14）12，3，10（4，5，7）15，11，13－8 4 2，9，6（1，12）14（3，10）－（5，7）15（4，11）13，8

勝馬の
紹 介

アポロレジーナ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．16 中山5着

2010．4．15生 牝3鹿 母 アポロカリビアン 母母 エルフィッシュ 9戦1勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンノクツワ号・ダイワボビー号・エキスカベイター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成25年9月25日まで平地競走に出走できない。

第２回 新潟競馬 第10日



21111 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第3競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

24 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 62：27．9 5．4�

510 サンヴァレリアン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448－ 82：28．32� 3．0�
816 アンスーリール 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 434＋12 〃 クビ 20．6�

715 スイートクラウン 牝3栗 54 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B500＋10 〃 ハナ 217．9�
36 コウヨウセレクト 牡3栗 56 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 B496＋ 62：28．4� 74．9	
23 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 456＋ 82：29．03� 164．0

713 スイートワルツ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 472－ 62：29．1クビ 216．5�
35 バトルトウショウ 牝3黒鹿54 武士沢友治トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438－ 42：29．31� 273．1�
11 リネンウインド �3黒鹿 56

54 △杉原 誠人戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 452＋ 22：29．51 13．8
714 ポンデザムール 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 496± 0 〃 クビ 7．6�
612 ドクタールキア 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 446－ 62：29．71� 44．1�
611 スキルアップ 牡3黒鹿56 蛯名 正義石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B488＋ 22：29．8クビ 28．0�
817 マイネカトレア 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B444＋ 42：30．01� 16．3�
59 カズチョウサン �3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 444－ 62：30．31� 241．5�
47 マンボジャンボ 牡3芦 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 564＋ 42：31．25 5．9�
12 エルカスティーヨ �3芦 56 大野 拓弥有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 B484－ 22：31．3クビ 13．9�
818 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 柴田 善臣�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 472＋ 4 〃 クビ 25．7�
48 エルインペレイター �3鹿 56 西田雄一郎�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484＋ 42：31．51� 19．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，655，400円 複勝： 34，114，600円 枠連： 16，078，900円
馬連： 49，596，400円 馬単： 32，332，200円 ワイド： 23，425，700円
3連複： 65，724，700円 3連単： 99，223，300円 計： 341，151，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 150円 � 470円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，120円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 42，750円

票 数

単勝票数 計 206554 的中 � 30568（2番人気）
複勝票数 計 341146 的中 � 40696（4番人気）� 75981（1番人気）� 14748（9番人気）
枠連票数 計 160789 的中 （2－5） 10571（4番人気）
馬連票数 計 495964 的中 �� 38014（2番人気）
馬単票数 計 323322 的中 �� 9893（5番人気）
ワイド票数 計 234257 的中 �� 12873（2番人気）�� 2580（30番人気）�� 4417（13番人気）
3連複票数 計 657247 的中 ��� 5339（31番人気）
3連単票数 計 992233 的中 ��� 1713（113番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．6―11．9―12．7―14．0―13．3―12．5―12．4―12．8―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．0―22．7―33．3―45．2―57．9―1：11．9―1：25．2―1：37．7―1：50．1―2：02．9―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3

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

8－18（11，12）17，6（13，16）10（2，15，7）（4，5）1－9＝（14，3）・（8，12）（18，17）（16，10）（11，15）6（13，2，4，7）9（1，14，5）3
勝馬の
紹 介

セプテントリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．10．20 東京8着

2010．3．6生 牡3黒鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 11戦1勝 賞金 14，060，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ダイワフォース号・レッドレイラ号

21112 8月25日 晴 稍重 （25新潟2）第10日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

611 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 41：56．1 1．8�

59 コスモナイスガイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 522－101：56．2� 4．6�
712 ワイピオバレー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 ハナ 4．8�
58 ドラゴンマッチョ �3芦 56 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 418± 01：56．51� 29．6�
815 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 三浦 皇成石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 440－121：57．03 12．8	
34 ローレルトレジャー �3鹿 56 松岡 正海 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 信義 462－ 51：57．21� 35．2

713 テンジンキヨモリ 牡3青鹿56 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 480＋ 21：57．51� 45．3�
23 ミ ス ズ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂松本 俊廣氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 434－121：57．71� 50．8�
46 デラウメイア 牡3栗 56 石神 深一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 B456＋ 8 〃 ハナ 42．2
47 スプリングカフェ 牝3黒鹿54 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 460＋ 81：58．55 43．6�
11 キョウエイカミング 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 460＋161：59．03 52．3�
814 ダイワロージー 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 折手牧場 440＋ 21：59．63� 87．7�
35 イムディーナ 牝3栗 54

53 ☆嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 414－ 22：00．98 67．2�

610 スマッシュパワー 牡3栗 56
53 ▲長岡 禎仁古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 490－ 62：01．32� 212．3�

22 ホットショットガン 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 496＋ 62：03．2大差 269．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，541，200円 複勝： 43，068，800円 枠連： 12，438，000円
馬連： 48，825，700円 馬単： 37，361，300円 ワイド： 24，810，000円
3連複： 60，877，300円 3連単： 126，812，100円 計： 378，734，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 150円 �� 190円 �� 290円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 計 245412 的中 � 107942（1番人気）
複勝票数 計 430688 的中 � 211146（1番人気）� 65719（2番人気）� 49378（3番人気）
枠連票数 計 124380 的中 （5－6） 28707（1番人気）
馬連票数 計 488257 的中 �� 99501（1番人気）
馬単票数 計 373613 的中 �� 53243（1番人気）
ワイド票数 計 248100 的中 �� 51954（1番人気）�� 33429（2番人気）�� 16756（3番人気）
3連複票数 計 608773 的中 ��� 89173（1番人気）
3連単票数 計1268121 的中 ��� 65236（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．6―51．4―1：04．7―1：17．4―1：30．6―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
14（10，13）（5，7）12（2，4，15）6（1，11）8－3－9
14（10，13）12，7（4，11）（6，15，8）5－（2，1，3）9

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトグラーフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．3．3 中山4着

2010．3．21生 �3鹿 母 メジロヴィーナス 母母 メジロディッシュ 9戦1勝 賞金 8，490，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマッシュパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月25日まで平地

競走に出走できない。
ホットショットガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フクノシリウス号・プリーズドンテル号



21113 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．1

良
良

22 イ オ ラ ニ 牡2黒鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：38．6 3．3�

813� デ ィ ル ガ 牝2栗 54 内田 博幸前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms
I, LLC 456 ―1：38．81� 3．5�

610 ダイワアンビシャス 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 502 ―1：38．9クビ 5．6�
814� ガラッシアファータ 牝2黒鹿54 蛯名 正義前田 幸治氏 萩原 清 米 Diamond A

Racing Corp. 484 ―1：39．11	 7．4�
11 ドナアヴィード 牝2芦 54 小牧 太久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434 ―1：39．2� 44．9�
712 ヴィータアレグリア 牝2黒鹿54 武士沢友治 	キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 446 ―1：39．41� 32．0

58 サムデイオーラム 牡2青鹿54 大野 拓弥�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 468 ―1：39．5
 61．5�
69 ミスキティラビット 牝2青鹿54 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 438 ―1：40．35 99．3�
34 シゲルブンゴ 牝2栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 日高 坂田牧場 472 ―1：40．83 19．5
33 ラブセッター 牝2鹿 54 福永 祐一増田 陽一氏 千田 輝彦 新ひだか 木下牧場 464 ―1：40．9� 19．8�
45 � トップオブスターズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 戸田 博文 英 Northern

Farm 466 ―1：41．11� 6．9�
57 ロブロイクリス 牡2栗 54 三浦 皇成飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 468 ―1：41．31	 163．8�
711 ト ラ ピ ー ズ 牝2栗 54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 坂元 芳春 458 ―1：41．72� 222．7�
46 アポロフェアリー 牝2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 432 ―1：41．91	 48．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，114，600円 複勝： 33，006，000円 枠連： 15，648，400円
馬連： 48，839，300円 馬単： 33，922，200円 ワイド： 22，363，300円
3連複： 59，518，200円 3連単： 100，663，300円 計： 337，075，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 231146 的中 � 56098（1番人気）
複勝票数 計 330060 的中 � 67480（2番人気）� 68133（1番人気）� 48236（3番人気）
枠連票数 計 156484 的中 （2－8） 31459（1番人気）
馬連票数 計 488393 的中 �� 54150（1番人気）
馬単票数 計 339222 的中 �� 19877（1番人気）
ワイド票数 計 223633 的中 �� 22629（1番人気）�� 16269（2番人気）�� 14044（3番人気）
3連複票数 計 595182 的中 ��� 41830（1番人気）
3連単票数 計1006633 的中 ��� 19655（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―38．2―52．1―1：05．0―1：16．1―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ オ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ペ ン タ イ ア 初出走

2011．4．14生 牡2黒鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 トラピーズ号は，枠入り不良。

21114 8月25日 曇 稍重 （25新潟2）第10日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

610� アースコネクター 牡2栗 54 横山 典弘 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

488 ―1：13．3 2．2�
713 カンナカムイ 牡2鹿 54 木幡 初広日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石田牧場 474 ―1：13．61� 12．7�
47 マーセブナカヤマ 牡2鹿 54 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 530 ―1：13．7	 4．4�
46 シゲルキシュウ 牡2芦 54 大野 拓弥森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 464 ― 〃 ハナ 22．7�
35 ピュアモトヒメ 牝2鹿 54 小牧 太黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：14．44 99．9	
712 ジョックロック 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 452 ―1：14．82	 70．8

11 マイネアバンガルド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：15．22	 64．4�
58 ニシノモリンガ 牡2栗 54 蛯名 正義西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 456 ―1：16．58 6．5�
814 メアリーアート 牝2鹿 54 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 424 ―1：16．6� 7．6
23 オーシャントゥビー 牡2鹿 54 池添 謙一戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 458 ― 〃 ハナ 19．0�
815 ヤマタケカントウ 牡2芦 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 462 ―1：17．45 115．8�
59 パルファイア 牡2栗 54 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 460 ―1：17．61
 85．0�
611 ベイヒロイン 牝2鹿 54 石橋 脩田島榮二郎氏 柴田 政人 日高 坂 牧場 444 ―1：18．23	 147．4�
22 ゴッドマザー 牝2栗 54 三浦 皇成寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：19．47 28．3�
34 コスモリュブリュー 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 478 ―1：19．82	 68．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，274，100円 複勝： 31，604，100円 枠連： 14，315，600円
馬連： 47，905，600円 馬単： 34，520，600円 ワイド： 21，428，100円
3連複： 58，556，300円 3連単： 106，761，300円 計： 338，365，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（6－7） 1，440円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 620円 �� 230円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 232741 的中 � 84063（1番人気）
複勝票数 計 316041 的中 � 86479（1番人気）� 29194（5番人気）� 56967（2番人気）
枠連票数 計 143156 的中 （6－7） 7350（7番人気）
馬連票数 計 479056 的中 �� 20659（6番人気）
馬単票数 計 345206 的中 �� 10820（9番人気）
ワイド票数 計 214281 的中 �� 7768（6番人気）�� 28467（1番人気）�� 6780（8番人気）
3連複票数 計 585563 的中 ��� 21871（4番人気）
3連単票数 計1067613 的中 ��� 8037（18番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―13．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．8―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースコネクター �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Rahy 初出走

2011．4．26生 牡2栗 母 Rahy Connection 母母 Connecting Link 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドマザー号・コスモリュブリュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月

25日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロオオジャ号・リネンウッド号・ローエンイェーガー号



21115 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・直線）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

715 カフェブリリアント 牝3栗 54 福永 祐一西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 2 55．3 2．4�
48 シ ェ ー ル 牝3芦 54

52 △杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B440＋ 4 55．72� 3．5�
23 サクラモンストール 牡3栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 476－ 2 〃 クビ 11．0�
36 バーチャルツアー 牡3栗 56 木幡 初広 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 496＋ 4 55．91� 7．8�
714 タイキロマネスク 牝3鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム 454＋ 4 〃 クビ 23．8	
12 アクロコリントス 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 56．0クビ 260．6

59 アイノタマテバコ 牝3黒鹿54 大庭 和弥國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 424＋ 2 56．21 14．1�
24 クレメンタイン 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 8 56．52 143．6�
817 ディアラブクイーン 牝3黒鹿54 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 478＋ 2 〃 クビ 15．0
47 スイートポルカ 牝3芦 54 柴田 善臣和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 448＋ 4 56．6� 71．7�
35 エレガントアゲン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 422＋ 4 56．81� 55．4�
713 メ テ オ ラ 牝3鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 粕谷 昌央 浦河 ミルファーム 462＋ 4 57．01 37．5�
11 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 462± 0 57．21� 168．4�
818 クラウンビュレット 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠�クラウン 小野 次郎 新ひだか 松田牧場 484－ 2 57．3� 15．9�
510 カシノフェアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 404± 0 57．4� 461．3�
612 ベルモントレーヌ 牝3芦 54 江田 照男 �ベルモントファーム堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム 464＋22 〃 クビ 230．5�
816 ドライサンプ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 中央牧場 414＋ 9 57．72 325．0�
611 キュートハート 牡3芦 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 ノースガーデン 486 ― 〃 クビ 168．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，556，800円 複勝： 46，399，200円 枠連： 21，968，600円
馬連： 72，437，500円 馬単： 47，394，500円 ワイド： 33，983，900円
3連複： 92，502，000円 3連単： 161，306，100円 計： 506，548，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 240円 枠 連（4－7） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 230円 �� 620円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 305568 的中 � 103080（1番人気）
複勝票数 計 463992 的中 � 113739（1番人気）� 95742（2番人気）� 37474（5番人気）
枠連票数 計 219686 的中 （4－7） 36320（1番人気）
馬連票数 計 724375 的中 �� 109738（1番人気）
馬単票数 計 473945 的中 �� 43603（1番人気）
ワイド票数 計 339839 的中 �� 43706（1番人気）�� 12463（5番人気）�� 9717（9番人気）
3連複票数 計 925020 的中 ��� 39213（3番人気）
3連単票数 計1613061 的中 ��� 24244（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．7―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．1―43．4

上り4F43．2－3F32．9
勝馬の
紹 介

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝3栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 3戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 カシノフェアリー号の騎手原田和真は，競走中盤で蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※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 グンシン号

21116 8月25日 晴 稍重 （25新潟2）第10日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 エターナルスター 牝3栗 52
51 ☆嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494＋ 61：11．6 8．5�

815 セイユウスマイル 牝3鹿 52 柴田 善臣松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 484＋141：11．81� 7．9�
59 フォースライト 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 490＋ 41：11．9� 23．7�
713 エバーダンシング 牝3栗 52 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：12．0� 6．4�
610 レディーピンク 牝3鹿 52 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 432＋ 61：12．1クビ 9．0�
46 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：12．2� 7．0

11 エトルアンフルール 牝3栗 52 松岡 正海村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 478＋ 21：12．41� 4．3�
34 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 434± 01：12．5� 6．8�
58 ビーキュート 牝4鹿 55 田辺 裕信 サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 81：12．71� 70．2�
814� ロクイチスマイル 牝4芦 55 大野 拓弥栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 498＋141：13．12� 87．2�
35 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿52 三浦 皇成 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 492＋101：13．2クビ 25．5�
712 ジョウノソナタ 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 494＋221：13．3� 47．6�
23 サクラベリー 牝3鹿 52 戸崎 圭太	さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 478＋ 41：14．15 14．4�
47 � ハルトリーゲル 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 B478＋ 41：14．31	 314．2�
22 ジプシーマイラブ 牝4黒鹿55 北村 宏司 社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470－ 61：14．4� 39．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，663，200円 複勝： 55，007，100円 枠連： 23，593，100円
馬連： 84，498，200円 馬単： 47，450，700円 ワイド： 36，531，600円
3連複： 103，329，700円 3連単： 164，713，400円 計： 543，787，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 320円 � 700円 枠 連（6－8） 1，570円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 3，360円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 28，400円 3 連 単 ��� 149，710円

票 数

単勝票数 計 286632 的中 � 26810（6番人気）
複勝票数 計 550071 的中 � 59140（5番人気）� 46880（6番人気）� 18221（10番人気）
枠連票数 計 235931 的中 （6－8） 11121（9番人気）
馬連票数 計 844982 的中 �� 16562（18番人気）
馬単票数 計 474507 的中 �� 4591（38番人気）
ワイド票数 計 365316 的中 �� 6534（20番人気）�� 2640（39番人気）�� 3529（34番人気）
3連複票数 計1033297 的中 ��� 2686（98番人気）
3連単票数 計1647134 的中 ��� 812（519番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．6―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．2―46．7―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 15－（1，10）11（7，2，8）（6，3）5，12，14（4，9）13 4 15，10（1，11）（2，8）7（6，3）（5，12）（14，9）4，13

勝馬の
紹 介

エターナルスター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．3．10 中山5着

2010．5．8生 牝3栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21117 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

612 アドマイヤイチバン 牝3青鹿52 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 466± 02：00．0 8．0�
36 タイセイドリーム 牡3鹿 54 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522± 0 〃 アタマ 3．2�
816 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 クビ 13．7�
24 ユキノユウダン 牡3栗 54 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 432± 02：00．21 8．6�
48 トルークマクト 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 438＋ 42：00．3� 6．6�
611 ミラクルルージュ 牝3青鹿52 大野 拓弥 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：00．4� 19．6	
12 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 54 嶋田 純次冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 500＋ 8 〃 ハナ 79．3

11 マクベスバローズ 牡3黒鹿54 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋122：00．61	 6．2�
815 エ グ ゼ ビ ア 牡3黒鹿54 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 530＋ 42：00．91� 13．4�
23 トーセンジャステス 牡3鹿 54 内田 博幸島川 哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 518－ 82：01．21� 9．9�
510 ディープスノー 牝5鹿 55 木幡 初広日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 B466＋ 22：01．3
 203．4�
59 ビバゴールデン 牝3鹿 52 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 470± 02：01．4
 22．1�
35 チェルカトローバ 牝6鹿 55 西田雄一郎近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B442± 02：01．61 375．2�
47 グランラファル 牡4栗 57 杉原 誠人山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 492－ 62：02．13 186．4�
713 アンバーシェード �5黒鹿57 松岡 正海 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 524－ 62：02．2� 74．9�
817� マライアレジーナ 牝4鹿 55 石神 深一北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 456－ 12：03．15 638．2�
714 ラッキーストリーク 牡3鹿 54 田辺 裕信藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 458＋ 42：03．52
 196．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，849，800円 複勝： 68，004，100円 枠連： 27，848，600円
馬連： 110，507，800円 馬単： 59，532，900円 ワイド： 41，943，700円
3連複： 124，734，400円 3連単： 219，239，000円 計： 688，660，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 150円 � 350円 枠 連（3－6） 780円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，760円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 368498 的中 � 36688（4番人気）
複勝票数 計 680041 的中 � 76806（4番人気）� 154997（1番人気）� 41057（7番人気）
枠連票数 計 278486 的中 （3－6） 26479（1番人気）
馬連票数 計1105078 的中 �� 71174（3番人気）
馬単票数 計 595329 的中 �� 15778（7番人気）
ワイド票数 計 419437 的中 �� 24826（3番人気）�� 5560（27番人気）�� 10039（12番人気）
3連複票数 計1247344 的中 ��� 16656（19番人気）
3連単票数 計2192390 的中 ��� 5453（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．8―47．8―1：00．5―1：13．2―1：25．7―1：37．0―1：48．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤイチバン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Twining デビュー 2012．8．18 新潟4着

2010．5．14生 牝3青鹿 母 トゥーアイテムリミット 母母 Spa Warning 12戦2勝 賞金 27，053，000円
※出走取消馬 ポップアップハート号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウルフキングボーイ号・カシマシャドウ号

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

あ さ ひ だ け

朝 日 岳 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

36 マイネボヌール 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：21．3 6．8�

24 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466－ 21：21．4� 16．6�
818 エールブリーズ 牡3青鹿54 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 81：21．61	 6．6�
713 エンドレスノット 牝4鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 8．7�
11 レ ト 牡6鹿 57 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 470－ 21：21．7
 37．8	
714 シルクドリーマー 牡4鹿 57 戸崎 圭太有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 468－12 〃 アタマ 3．8

59 インプロヴァイズ 牡3青 54 福永 祐一有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 6．5�
23 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 石橋 脩亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B520＋141：21．8� 8．8�
48 アポロオラクル 牡3鹿 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 438＋ 2 〃 ハナ 57．8
12 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478± 01：21．9
 221．4�
715 ネオウィズダム 牡3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 21：22．0クビ 30．8�
817 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 476＋ 6 〃 アタマ 11．2�
47 シェルエメール 牝5黒鹿55 内田 博幸前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 2 〃 クビ 42．2�
35 ワンダフルジュエル 牝3鹿 52 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 450＋ 81：22．1クビ 238．7�
611 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 松岡 正海大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 460＋ 8 〃 クビ 26．4�
816 ミヤビアミュレット 牡4青鹿57 池添 謙一村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 488＋ 91：22．31	 75．0�
510 ゴールドスマイル 牡5鹿 57 江田 照男居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468－ 6 〃 クビ 195．6�
612� トレノソルーテ �7鹿 57 山崎 亮誠戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B526± 01：22．72
 218．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，102，300円 複勝： 83，904，500円 枠連： 38，283，100円
馬連： 147，617，200円 馬単： 74，997，000円 ワイド： 55，343，500円
3連複： 179，526，200円 3連単： 298，023，100円 計： 923，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 490円 � 240円 枠 連（2－3） 1，860円

馬 連 �� 6，780円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 980円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 14，690円 3 連 単 ��� 101，030円

票 数

単勝票数 計 461023 的中 � 53595（4番人気）
複勝票数 計 839045 的中 � 97393（3番人気）� 39697（8番人気）� 99926（2番人気）
枠連票数 計 382831 的中 （2－3） 15202（9番人気）
馬連票数 計1476172 的中 �� 16090（27番人気）
馬単票数 計 749970 的中 �� 4322（53番人気）
ワイド票数 計 553435 的中 �� 6948（24番人気）�� 14301（11番人気）�� 6910（25番人気）
3連複票数 計1795262 的中 ��� 9025（51番人気）
3連単票数 計2980231 的中 ��� 2177（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．8―46．8―58．8―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネボヌール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．8．21 小倉2着

2009．2．19生 牝4青鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ 19戦4勝 賞金 58，964，000円

２レース目



21119 8月25日 晴 良 （25新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第33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 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．1

良
良

817 ハープスター 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474± 01：34．5 2．6�
23 イスラボニータ 牡2黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：35．03 8．5�
818 ピークトラム 牡2黒鹿54 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 ハナ 16．3�
713 ウインフェニックス 牡2鹿 54 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 448－ 2 〃 クビ 62．7�
48 マーブルカテドラル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 ハナ 13．3	
59 マイネルメリエンダ 牡2栗 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 450＋ 81：35．21� 36．6

36 マイネグラティア 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 434＋ 61：35．62� 6．8�

12 モズハツコイ 牝2芦 54 松岡 正海北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 462＋101：35．7クビ 18．1�
24 ダ ウ ト レ ス 牡2鹿 54 横山 典弘�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 21：35．91� 5．9
35 アポロスターズ 牡2黒鹿54 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 496± 0 〃 クビ 25．8�
611 ユールドゥー 牡2鹿 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 466＋ 21：36．0	 72．9�
47 アポロムーン 牝2栗 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 藤本 友則 430－ 41：36．1	 58．3�
612 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 柴田 善臣金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 430－ 41：36．2クビ 38．7�
816 コロナプリンセス 牝2栗 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 436± 01：36．3� 240．2�
714
 セ ト ア ロ ー 牡2鹿 54 福永 祐一難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

508＋ 21：36．4クビ 81．6�
510 マキャヴィティ 牡2栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 492＋ 41：36．5	 18．8�
11 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 江田 照男�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 476＋ 21：36．71� 43．5�
715 タカミツスズラン 牝2鹿 54 三浦 皇成高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 444＋ 21：37．33� 96．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 169，204，200円 複勝： 225，032，300円 枠連： 151，852，200円 馬連： 556，236，400円 馬単： 286，942，900円
ワイド： 190，186，300円 3連複： 772，532，200円 3連単： 1，434，035，700円 5重勝： 692，724，000円 計： 4，478，746，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 300円 � 390円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 720円 �� 830円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 31，910円

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

キャリーオーバー なし����� 926，150円

票 数

単勝票数 計1692042 的中 � 527423（1番人気）
複勝票数 計2250323 的中 � 531571（1番人気）� 177735（4番人気）� 122633（6番人気）
枠連票数 計1518522 的中 （2－8） 205305（1番人気）
馬連票数 計5562364 的中 �� 251793（3番人気）
馬単票数 計2869429 的中 �� 90708（3番人気）
ワイド票数 計1901863 的中 �� 67006（4番人気）�� 57877（6番人気）�� 18981（28番人気）
3連複票数 計7725322 的中 ��� 68901（18番人気）
3連単票数 計14340357 的中 ��� 33173（56番人気）
5重勝票数 差引計6927240（返還計 52512） 的中 ����� 552

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―12．6―12．8―11．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．3―47．9―1：00．7―1：12．2―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハープスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．7．14 中京1着

2011．4．24生 牝2鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 2戦2勝 賞金 37，637，000円

21120 8月25日 晴 稍重 （25新潟2）第10日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時30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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 プラントハンター 牡3黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 61：52．7 4．9�
58 バサラヴォーグ 牡4芦 57 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 480－101：53．02 2．3�
815� ヒラボクジャパン 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁�平田牧場 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 488± 01：53．21	 45．7�
46 
 アメリカンダイナー �4鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

470＋141：53．52 4．1�
23 フレンドワン 牡4黒鹿57 北村 宏司戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 468＋ 41：53．6� 56．1�
814 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 54 横山 義行小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 21：53．7クビ 64．1	
47 � ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B514－ 61：53．8� 18．8

713 トウショウアミラル 牡3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 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 452＋ 41：54．22 117．1�
611 マイネルソウル 牡4鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B492＋ 4 〃 クビ 17．3�
35 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 大野 拓弥田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 484＋ 61：54．41	 58．0
59 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 三浦 皇成土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 480± 01：54．61	 89．2�
34 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 494＋ 41：54．91� 7．4�
22 ダンディーソル 牡3青鹿54 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 478＋ 61：56．17 34．1�
610
 マイネルエトランゼ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 米 Karen S. Farrar
& Gary M. Farrar 526＋16 〃 クビ 177．1�

11 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B512－161：57．8大差 266．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，307，100円 複勝： 87，956，400円 枠連： 43，655，600円
馬連： 229，945，000円 馬単： 102，641，900円 ワイド： 70，215，100円
3連複： 211，309，200円 3連単： 483，457，100円 計： 1，292，487，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 650円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，540円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 34，400円

票 数

単勝票数 計 633071 的中 � 102748（3番人気）
複勝票数 計 879564 的中 � 149981（2番人気）� 259480（1番人気）� 21949（9番人気）
枠連票数 計 436556 的中 （5－7） 66141（2番人気）
馬連票数 計2299450 的中 �� 295999（2番人気）
馬単票数 計1026419 的中 �� 51835（5番人気）
ワイド票数 計 702151 的中 �� 76351（2番人気）�� 6094（25番人気）�� 11073（16番人気）
3連複票数 計2113092 的中 ��� 19933（26番人気）
3連単票数 計4834571 的中 ��� 10372（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―49．0―1：01．4―1：14．1―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
6，7（2，12）8，15，10，4（9，11）－14（1，13）5，3
6，7，12（2，8）（4，15）9，10，11－（14，13，3）－5－1

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

勝馬の
紹 介

プラントハンター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 中山2着

2010．2．10生 牡3黒鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 6戦2勝 賞金 16，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウズシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッドオブガバナー号

５レース目



（25新潟2）第10日 8月25日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 196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 手 当

202，120，000円
8，720，000円
2，090，000円
17，960，000円
68，499，000円
5，402，000円
1，881，600円

勝馬投票券売得金
507，589，000円
783，510，900円
394，491，200円
1，496，821，700円
823，895，600円
567，427，900円
1，859，040，300円
3，411，430，200円
692，724，000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 10，536，930，800円

総入場人員 15，046名 （有料入場人員 12，768名）
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