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22085 8月24日 晴 良 （26新潟2）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左）

牝，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

47 スマートプラネット 牝2鹿 54 内田 博幸田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 448＋101：21．5 2．3�
48 メジャーフォルム 牝2栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 434± 01：21．6� 5．4�
23 クインズミラーグロ 牝2黒鹿54 M．エスポジート �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 424＋121：22．13 4．1�

（伊）

59 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 398－ 21：22．73� 14．9�
12 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 41：22．91� 43．2	
11 エレガントソング 牝2黒鹿54 北村 宏司有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 474－ 21：23．0クビ 20．0

713 アルマニンファ 牝2芦 54 田中 勝春コウトミックレーシング 伊藤 大士 日高 日高大洋牧場 442＋ 4 〃 クビ 11．0�
611 バ イ レ 牝2芦 54 石橋 脩 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 470－ 4 〃 ハナ 25．1�
816 レディームーン 牝2栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 404－ 81：23．31� 75．2
35 ハッピーピアス 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 386－ 8 〃 クビ 293．0�
24 アラビアンローズ 牝2黒鹿54 柴田 大知吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 436－ 21：23．4クビ 103．4�
36 ガンバレヒトリッコ 牝2鹿 54 嶋田 純次福田 光博氏 根本 康広 新冠 小泉 学 440－ 2 〃 クビ 63．7�
612 マコトカンパネッロ 牝2栗 54 田辺 裕信�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 412－ 61：23．71� 18．9�
715 リリーグランツ 牝2鹿 54 大野 拓弥森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 434＋ 41：24．12� 36．6�
510 ハシッテイイトモ 牝2鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：24．52� 304．0�
818 ラブセレナード 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 404－ 61：24．71� 336．9�
714 ウィステリアガール 牝2鹿 54 杉原 誠人岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 418± 01：25．23 442．0�
817 メッシュヘア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新冠 川島牧場 464＋101：25．41� 261．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，373，500円 複勝： 37，783，400円 枠連： 17，212，000円
馬連： 54，505，400円 馬単： 31，145，400円 ワイド： 27，631，200円
3連複： 68，651，100円 3連単： 105，422，900円 計： 365，724，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 130円 枠 連（4－4） 900円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 233735 的中 � 79112（1番人気）
複勝票数 計 377834 的中 � 92946（1番人気）� 44015（3番人気）� 75559（2番人気）
枠連票数 計 172120 的中 （4－4） 14691（4番人気）
馬連票数 計 545054 的中 �� 50465（2番人気）
馬単票数 計 311454 的中 �� 16561（3番人気）
ワイド票数 計 276312 的中 �� 22666（2番人気）�� 31597（1番人気）�� 12502（4番人気）
3連複票数 計 686511 的中 ��� 46257（1番人気）
3連単票数 計1054229 的中 ��� 16247（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―12．0―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートプラネット �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 アルカセット デビュー 2014．6．7 東京2着

2012．4．7生 牝2鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22086 8月24日 晴 良 （26新潟2）第8日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：08．7
1：07．8

良
良

611 サ フ ィ ロ ス 牡2鹿 54 M．エスポジート �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462＋121：09．1 1．5�
（伊）

612 シルヴァーコード 牝2芦 54 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：09．63 26．6�
48 ノーフェイト 牝2栗 54 武士沢友治髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 448－ 21：10．13 121．4�
24 ラビットボーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 422＋ 6 〃 クビ 92．6�
23 リベルテラミューズ 牝2黒鹿54 田辺 裕信竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 386－ 61：10．31� 16．9�
12 アポロオウレン 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 真壁 信一 442－ 61：10．4� 11．2	
35 ヤマタケマツリ 牝2鹿 54 田中 勝春山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 442± 0 〃 クビ 5．5

714 オルフィーク 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：10．93 9．0�
47 パーソナルホウセキ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 菅原 泰夫 新冠 辻 和明 398－ 21：11．0クビ 256．1�
816 コスモタタン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 棚川 光男 462± 0 〃 アタマ 34．6
59 マ イ タ ー ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 448＋ 4 〃 クビ 376．9�
510 ウインマジュール 牡2鹿 54 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 424± 01：11．21� 91．9�
36 アドニスステラ 牡2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 須崎牧場 436＋ 4 〃 クビ 231．5�
713 カゼニモマケズ 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 424－ 41：11．3	 54．0�
818 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 450± 01：11．4クビ 181．5�
715 マニワプリンセス 牝2鹿 54 宮崎 北斗�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442± 0 〃 ハナ 22．5�
817 カシノキングダム 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 440＋ 21：11．61 321．2�
11 テイエムソラトブ 牡2栗 54 杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 440＋ 21：12．34 326．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，173，100円 複勝： 54，619，200円 枠連： 15，854，600円
馬連： 50，623，500円 馬単： 35，979，100円 ワイド： 25，883，300円
3連複： 64，267，800円 3連単： 116，546，500円 計： 387，947，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 460円 � 1，430円 枠 連（6－6） 1，950円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，390円 �� 14，930円

3 連 複 ��� 36，210円 3 連 単 ��� 87，740円

票 数

単勝票数 計 241731 的中 � 121503（1番人気）
複勝票数 計 546192 的中 � 314952（1番人気）� 14592（7番人気）� 4184（12番人気）
枠連票数 計 158546 的中 （6－6） 6288（8番人気）
馬連票数 計 506235 的中 �� 17731（8番人気）
馬単票数 計 359791 的中 �� 10335（8番人気）
ワイド票数 計 258833 的中 �� 7792（9番人気）�� 2764（24番人気）�� 431（67番人気）
3連複票数 計 642678 的中 ��� 1331（83番人気）
3連単票数 計1165465 的中 ��� 963（216番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ フ ィ ロ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．6．22 函館2着

2012．3．24生 牡2鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムソラトブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24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 エンドオブデイズ号・シゲルギシサイ号・ネブカドネザル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 新潟競馬 第８日



22087 8月24日 晴 良 （26新潟2）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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

46 ラフィンテール 牝3芦 54 武士沢友治吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 450＋ 61：54．7 114．6�
611 ヘルツフロイント 牡3黒鹿56 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490－ 21：54．91� 2．1�
713 ドラムメジャー 牡3青 56 M．エスポジート 本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 B462＋ 21：55．0� 2．5�

（伊）

22 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 444－ 6 〃 クビ 17．0�

35 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 西田雄一郎�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 542＋ 61：55．31� 114．2	
47 ロ セ ウ ス 牝3鹿 54 大庭 和弥吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 396－101：55．72	 63．4

712 アロマフレグランス 牝3鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 450＋121：55．8� 52．7�
814 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 江田 照男�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 B498＋ 81：55．9クビ 35．6�
610 トウショウブランド 牡3青鹿56 的場 勇人トウショウ産業� 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518－ 41：56．11� 15．2
34 バイタルワンダー 
3青鹿56 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 454± 01：56．52	 33．2�
23 ノリノリハッピー 牡3栗 56 田辺 裕信足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464＋ 41：57．35 8．8�
815 キャンティユッキ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真チームユッキレーシング 高市 圭二 新冠 村田牧場 430－241：57．93	 226．4�
58 メイショウカイセイ 牝3鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 446± 01：59．39 42．4�
59 レッドリベリオン 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 81：59．62 64．1�
11 イーサンアテナ 牝3黒鹿54 伊藤 工真国本 勇氏 中川 公成 日高 中前牧場 448± 02：01．09 290．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，442，700円 複勝： 45，653，000円 枠連： 16，348，600円
馬連： 49，369，500円 馬単： 35，654，700円 ワイド： 25，565，700円
3連複： 64，013，800円 3連単： 122，856，400円 計： 378，904，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，460円 複 勝 � 960円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 4，840円

馬 連 �� 13，820円 馬 単 �� 49，060円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 3，220円 �� 130円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 98，960円

票 数

単勝票数 計 194427 的中 � 1357（13番人気）
複勝票数 計 456530 的中 � 3642（13番人気）� 235415（1番人気）� 96207（2番人気）
枠連票数 計 163486 的中 （4－6） 2617（13番人気）
馬連票数 計 493695 的中 �� 2768（25番人気）
馬単票数 計 356547 的中 �� 545（69番人気）
ワイド票数 計 255657 的中 �� 1732（28番人気）�� 1432（33番人気）�� 78025（1番人気）
3連複票数 計 640138 的中 ��� 8274（13番人気）
3連単票数 計1228564 的中 ��� 900（204番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．1―12．8―12．2―12．4―13．5―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．0―49．8―1：02．0―1：14．4―1：27．9―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフィンテール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー 2014．2．18 東京15着

2011．3．8生 牝3芦 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle 5戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーサンアテナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月24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 ヨウザンフウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22088 8月24日 曇 良 （26新潟2）第8日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

712� エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 454± 03：07．2 59．7�
33 � ホ ク レ ア 牡5栗 60 山本 康志古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 462＋ 63：07．51� 6．6�
34 レアーレスパーダ �7鹿 60 蓑島 靖典 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 510＋ 83：08．03 10．9�
711� グリーティングワン 牡4黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 43：08．1� 72．2�
22 トモロポケット 牡8栗 60 江田 勇亮戸賀 智子氏 田村 康仁 日高 前川ファーム 464＋ 43：08．31	 20．4�
45 トウケイギムレット 牡3黒鹿58 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 514＋12 〃 クビ 68．6	
11 マキオボーラー 牡4黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 468＋ 43：08．61� 2．8

46 シンボリボルドー 牡7鹿 60 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 476＋ 43：09．45 4．0�
610 レッドフォルツァ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B510＋12 〃 ハナ 6．3
813 スリーロンドン 牡3栗 58 大江原 圭永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 454＋ 43：09．5クビ 132．0�
69 キープトライン 牡4鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B486＋ 2 〃 クビ 11．0�
814 エフティシリウス 牡4青鹿 60

57 ▲原田 和真吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋143：09．92
 23．5�
57 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 488＋ 43：11．6大差 210．1�
58 ナリタカマー 牡4黒鹿60 中村 将之�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 490＋183：13．3大差 119．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，332，000円 複勝： 22，633，800円 枠連： 15，220，200円
馬連： 38，856，700円 馬単： 25，327，800円 ワイド： 18，351，900円
3連複： 50，567，300円 3連単： 88，212，900円 計： 277，502，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，970円 複 勝 � 1，120円 � 240円 � 280円 枠 連（3－7） 4，310円

馬 連 �� 18，060円 馬 単 �� 41，380円

ワ イ ド �� 4，150円 �� 3，690円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 37，070円 3 連 単 ��� 412，600円

票 数

単勝票数 計 183320 的中 � 2455（9番人気）
複勝票数 計 226338 的中 � 4367（10番人気）� 27953（3番人気）� 22616（5番人気）
枠連票数 計 152202 的中 （3－7） 2732（17番人気）
馬連票数 計 388567 的中 �� 1667（36番人気）
馬単票数 計 253278 的中 �� 459（77番人気）
ワイド票数 計 183519 的中 �� 1118（37番人気）�� 1259（34番人気）�� 4601（11番人気）
3連複票数 計 505673 的中 ��� 1023（82番人気）
3連単票数 計 882129 的中 ��� 155（688番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．3－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エムエムベレッタ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ミルフオード

2009．5．3生 牡5栗 母 キクカエンプレス 母母 エビスオール 障害：5戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 レアーレスパーダ号の騎手蓑島靖典は，1周目正面の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについ
て過怠金30，000円。（被害馬：5番）



22089 8月24日 曇 良 （26新潟2）第8日 第5競走 ��1，800�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
1：46．6
1：45．9

良
良

79 リヴゴーシュ 牡2栗 54 江田 照男�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 524 ―1：58．4 2．2�

67 エースオブエース 牡2黒鹿54 大野 拓弥前田 晋二氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 452 ―1：58．61 4．5�
22 ウインアシュリン 牝2栗 54 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 434 ― 〃 クビ 21．0�
78 チ ャ リ シ ー 牝2鹿 54 M．エスポジート 吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 492 ―1：58．7� 5．0�

（伊）

33 シンフォニータクト 牡2黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514 ―1：58．91� 10．5	
66 ポルトボナール 牡2黒鹿54 武士沢友治後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 466 ―1：59．11� 96．3

11 プラチナムスタング 牝2芦 54 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472 ―1：59．52� 16．2�
810 コスモプリシオーソ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 大林ファーム 482 ―1：59．6� 88．8�
44 メイショウキシドウ 牡2鹿 54 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―2：00．02� 6．8
811 ニュアージュドール 牝2栗 54 石橋 脩橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 504 ―2：03．8大差 46．1�

（10頭）
55 トーセンユニバース 牡2栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 464 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，691，500円 複勝： 23，471，300円 枠連： 11，846，100円
馬連： 40，989，800円 馬単： 26，874，000円 ワイド： 18，354，100円
3連複： 44，185，700円 3連単： 84，931，600円 計： 272，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 150円 � 280円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 270円 �� 710円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 差引計 216915（返還計 2108） 的中 � 75581（1番人気）
複勝票数 差引計 234713（返還計 2872） 的中 � 59182（1番人気）� 41398（2番人気）� 15126（7番人気）
枠連票数 差引計 118461（返還計 4715） 的中 （6－7） 26540（1番人気）
馬連票数 差引計 409898（返還計 12620） 的中 �� 56597（1番人気）
馬単票数 差引計 268740（返還計 7470） 的中 �� 21461（1番人気）
ワイド票数 差引計 183541（返還計 6690） 的中 �� 19999（1番人気）�� 6182（11番人気）�� 4778（13番人気）
3連複票数 差引計 441857（返還計 25427） 的中 ��� 14458（7番人気）
3連単票数 差引計 849316（返還計 44565） 的中 ��� 9014（16番人気）

ハロンタイム 13．6―13．2―13．8―14．6―14．4―13．8―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―26．8―40．6―55．2―1：09．6―1：23．4―1：35．2―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F35．0
3 ・（4，9，7）8（3，6）（2，1，10）－11 4 ・（4，9，7）（3，6，8）（2，1，10）＝11

勝馬の
紹 介

リヴゴーシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2012．4．13生 牡2栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 トーセンユニバース号は，枠入りの際に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻9分遅延。
〔制裁〕 チャリシー号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニュアージュドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月24日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22090 8月24日 雨 稍重 （26新潟2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 内田 博幸稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：11．8 3．5�
58 サタンズクラウン 牡3栗 56 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 534＋ 21：12．43� 3．2�
34 タイセイバンデット 牡3栗 56 伊藤 工真田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 B502＋241：12．61 99．9�
815 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 514＋101：12．81� 7．8�
59 アルディバイン 牡3鹿 56 M．エスポジート 髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 478－ 2 〃 アタマ 15．1�

（伊）

46 ミュゼキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 500＋ 8 〃 アタマ 8．5	
47 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 508＋101：12．9クビ 19．2

610 クロスカレント 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 奥山 博 468－ 4 〃 ハナ 109．4�
611 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 大野 拓弥小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 B468＋ 41：13．0� 9．2�
713 ワ ン ハ ー ト 牝3栗 54 杉原 誠人 グランデオーナーズ 和田正一郎 平取 船越 伸也 498＋ 21：13．53 85．4�
23 スリーパイン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 468－ 41：13．81� 93．4�
11 プロファウンド 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 41：13．9� 7．9�
22 ヴァンクレメンツ �3芦 56

53 ▲木幡 初也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 468－ 61：14．21� 85．6�
814 ポ ワ テ ィ エ 牝3青鹿54 江田 照男 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 434＋121：14．83� 117．3�
712 リボーンマン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真齋藤 實氏 和田 雄二 日高 正木 茂夫 496＋ 11：15．01� 378．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，639，000円 複勝： 39，813，000円 枠連： 17，389，000円
馬連： 60，088，600円 馬単： 34，004，700円 ワイド： 29，030，500円
3連複： 72，645，100円 3連単： 113，907，000円 計： 392，516，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 1，650円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 4，420円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 16，100円 3 連 単 ��� 58，070円

票 数

単勝票数 計 256390 的中 � 57109（2番人気）
複勝票数 計 398130 的中 � 95381（1番人気）� 81021（2番人気）� 3684（14番人気）
枠連票数 計 173890 的中 （3－5） 30518（1番人気）
馬連票数 計 600886 的中 �� 83680（1番人気）
馬単票数 計 340047 的中 �� 24263（1番人気）
ワイド票数 計 290305 的中 �� 37427（1番人気）�� 1488（35番人気）�� 1259（38番人気）
3連複票数 計 726451 的中 ��� 3383（50番人気）
3連単票数 計1139070 的中 ��� 1422（195番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドスコイサーファー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．9．22 中山6着

2011．5．13生 牡3鹿 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 14戦1勝 賞金 11，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時05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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンブロンコ号
（非抽選馬） 3頭 エンディアイモン号・カンシャ号・ディサイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22091 8月24日 曇 良 （26新潟2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

611 ハートフルデイズ 牝3栗 54 内田 博幸近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．5 5．9�
36 メイブルーラグーン 牝3鹿 54 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 428± 01：47．71� 201．5�
714 ディープラヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：47．91� 1．6�
12 ハートオブジュン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 480± 0 〃 ハナ 20．3�
11 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 北村 宏司小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 430＋ 61：48．11 15．8�
818 マ ニ エ ー テ 牝3栗 54 大野 拓弥堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422＋ 61：48．31� 125．4�
612 ロイヤルグラッセ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：48．4� 57．6


713 マイネソルプレーザ 牝3栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 61：48．5� 40．3�

48 メーリングキャット 牝3鹿 54 田中 勝春有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 18．1�
715 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54 木幡 初広日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 494＋ 81：48．71� 102．4�
47 ピ エ リ ー ナ 牝3芦 54 石橋 脩 キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 81：48．8� 19．4�
817 スパークルキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 458－ 2 〃 ハナ 8．3�
816 ラ ブ コ ー ル 牝3芦 54 M．エスポジート 畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 450－ 61：48．9� 43．5�

（伊）

23 ユーヌベルファム 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：49．21� 96．6�

59 ロークワット 牝3青鹿54 嘉藤 貴行山岸 桂市氏 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 466＋ 61：49．52 236．1�
24 タカラキャメロン 牝3黒鹿54 伊藤 工真村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 442± 01：49．6� 127．5�
35 キスオブザビーナス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 434＋121：49．92 242．2�

510 ミスマリーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 436＋ 21：50．64 57．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，828，300円 複勝： 61，363，900円 枠連： 20，728，400円
馬連： 62，054，500円 馬単： 41，468，500円 ワイド： 30，605，400円
3連複： 73，710，600円 3連単： 132，353，600円 計： 449，113，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 2，020円 � 110円 枠 連（3－6） 12，700円

馬 連 �� 40，580円 馬 単 �� 78，340円

ワ イ ド �� 8，150円 �� 260円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 19，950円 3 連 単 ��� 216，110円

票 数

単勝票数 計 268283 的中 � 36216（2番人気）
複勝票数 計 613639 的中 � 61375（2番人気）� 2610（15番人気）� 359599（1番人気）
枠連票数 計 207284 的中 （3－6） 1264（23番人気）
馬連票数 計 620545 的中 �� 1185（57番人気）
馬単票数 計 414685 的中 �� 397（106番人気）
ワイド票数 計 306054 的中 �� 850（61番人気）�� 37391（1番人気）�� 1980（35番人気）
3連複票数 計 737106 的中 ��� 2770（56番人気）
3連単票数 計1323536 的中 ��� 444（485番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．5―12．0―12．4―12．0―12．4―10．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．5―47．5―59．9―1：11．9―1：24．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハートフルデイズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．1 阪神10着

2011．3．27生 牝3栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 3戦1勝 賞金 5，060，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カンタベリーラウス号・キャンディキー号・マサノマリリン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22092 8月24日 曇 稍重 （26新潟2）第8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）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 マ リ カ 牝3栗 52
49 ▲伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 472－ 21：11．6 2．9�

611 ヒカリブランデー 牡3鹿 54 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 490＋ 21：11．91� 5．4�
46 ブ リ ッ ツ 牡3栗 54 田辺 裕信青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 22．6�
47 ハルズハッピー 牡4芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B506＋14 〃 ハナ 14．0�
35 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490＋121：12．32� 8．6	
59 � コウギョウサンデー 牡4鹿 57 田中 勝春菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 512＋10 〃 ハナ 51．6

58 � ウインオーラム 牡5栗 57 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 518＋ 4 〃 アタマ 5．7�
11 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 吉田 豊岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 494＋101：12．4� 11．5�
22 � チ ー フ テ ン 牡3鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 474＋ 4 〃 ハナ 13．9
34 � ローオブネイチャー 牡5黒鹿57 大庭 和弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 むかわ 上水牧場 500－ 21：12．61	 39．4�
713 ブライトマーサ 牡4黒鹿57 的場 勇人�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 472－ 41：12．7� 11．2�
712 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 57 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 ハナ 146．6�
23 スズノライジン 牡5黒鹿57 柴田 大知小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 524＋ 21：13．33� 83．8�
610 アメリカンドリーム 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B500－121：13．61� 92．4�
（14頭）

815 グラスソニック 牡4栗 57
54 ▲石川裕紀人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，360，100円 複勝： 43，074，400円 枠連： 19，700，800円
馬連： 83，181，600円 馬単： 39，568，500円 ワイド： 36，250，800円
3連複： 93，060，900円 3連単： 143，844，300円 計： 488，041，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 200円 � 540円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，020円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 39，440円

票 数

単勝票数 差引計 293601（返還計 48） 的中 � 79591（1番人気）
複勝票数 差引計 430744（返還計 74） 的中 � 71528（2番人気）� 59116（3番人気）� 16116（9番人気）
枠連票数 差引計 197008（返還計 20） 的中 （6－8） 13146（3番人気）
馬連票数 差引計 831816（返還計 298） 的中 �� 52557（2番人気）
馬単票数 差引計 395685（返還計 175） 的中 �� 13585（3番人気）
ワイド票数 差引計 362508（返還計 204） 的中 �� 19159（3番人気）�� 4426（26番人気）�� 4837（24番人気）
3連複票数 差引計 930609（返還計 825） 的中 ��� 6605（38番人気）
3連単票数 差引計1438443（返還計 1150） 的中 ��� 2644（144番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．9―12．1―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．3―47．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ リ カ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．12．14 中山4着

2011．3．21生 牝3栗 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 6戦2勝 賞金 16，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 グラスソニック号は，疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マンリー号・ヤマニンアタシャン号



22093 8月24日 小雨 良 （26新潟2）第8日 第9競走 ��
��2，400�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

56 フェスティヴイェル 牡3黒鹿54 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 488－ 42：27．9 3．3�
812 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 田中 勝春猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504＋ 22：28．0� 17．6�
710 ライトヴァース 牡5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 62：28．1	 4．4�
69 センショウゴールド 牡3黒鹿54 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 420＋ 22：28．31
 8．8�
711 シャイニーデイズ �4鹿 57 西田雄一郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 482＋ 2 〃 クビ 25．1�
44 イタリアンフェッテ 牝3鹿 52 武士沢友治芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 406－ 22：28．4	 96．3	
57 セイクリッドロード �5鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 498－12 〃 ハナ 5．3

33 トゥインクル 牡3栗 54 江田 照男畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 456＋ 82：28．5� 7．6�
22 サングブルー 牡4芦 57 杉原 誠人吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 454－ 62：28．71
 57．3�
813� ヤマカツティラノ 牡5鹿 57 木幡 初広山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 476＋ 22：28．8クビ 184．1
45 トレードウィンド 牡4鹿 57 M．エスポジート H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B532＋ 42：28．9	 22．3�
（伊）

11 パリソワール 牡5栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 ハナ 9．0�
68 クリノメダリスト 牝8栗 55 大江原 圭髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450－ 42：29．0� 187．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，266，300円 複勝： 41，444，700円 枠連： 22，994，200円
馬連： 92，595，700円 馬単： 49，025，200円 ワイド： 37，291，500円
3連複： 101，244，300円 3連単： 172，291，000円 計： 543，152，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 310円 � 160円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 850円 �� 310円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 262663 的中 � 63452（1番人気）
複勝票数 計 414447 的中 � 89468（1番人気）� 25867（7番人気）� 69259（2番人気）
枠連票数 計 229942 的中 （5－8） 11711（7番人気）
馬連票数 計 925957 的中 �� 31913（9番人気）
馬単票数 計 490252 的中 �� 11105（12番人気）
ワイド票数 計 372915 的中 �� 10635（12番人気）�� 34300（1番人気）�� 9094（15番人気）
3連複票数 計1012443 的中 ��� 28751（7番人気）
3連単票数 計1722910 的中 ��� 8312（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―35．5―47．6―1：00．6―1：14．3―1：27．3―1：39．9―1：52．3―2：04．2―2：15．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
12，2，7，1，10（4，6，13）（5，11）8，3，9
12，2（1，10，7）（4，6，13）11（9，5）3，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴイェル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．12．7 中山5着

2011．3．18生 牡3黒鹿 母 マクシマール 母母 マックスジーン 9戦2勝 賞金 25，957，000円
〔制裁〕 エルヴィスバローズ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1

番）
ライトヴァース号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22094 8月24日 曇 良 （26新潟2）第8日 第10競走 ��
��1，400�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．17以降26．8．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 474＋ 21：21．1 10．8�
24 マンボネフュー 牡4青 55 M．エスポジート 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 6 〃 クビ 4．8�
（伊）

815 マイネノンノ 牝4栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 444＋ 41：21．2クビ 38．3�

12 アルマディヴァン 牝4栗 54 大野 拓弥コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482－ 2 〃 クビ 4．7�
36 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 57 西田雄一郎高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482＋ 21：21．41 31．1	
35 ボンジュールココロ 牝4鹿 54 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 478± 0 〃 ハナ 11．1

11 コレクターアイテム 牝4黒鹿55 田辺 裕信�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B486± 01：21．61 8．2�
23 ロ ノ 牡5黒鹿55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 460－ 41：21．7� 9．5�
48 クロイゼリンチャン 牝4鹿 52 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 444＋ 41：21．91� 20．4
59 ジーニマジック 牝4鹿 54 北村 宏司田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 470± 0 〃 クビ 5．2�
714 スマイルシャワー 牝3鹿 51 吉田 豊 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：22．0クビ 25．0�
510 クロスカップリング 	5青鹿54 伊藤 工真諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460－ 21：22．1� 135．0�
47 ウインスラッガー 牡5栗 54 石橋 脩�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 520＋ 41：22．2
 32．4�
611 フェアブレシア 	5鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 41：22．3� 42．2�
612 ディープサウンド 牡6鹿 55 杉原 誠人増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 21：22．51� 117．6�
816 メイケイペガムーン 牝4黒鹿52 武士沢友治名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 460＋ 41：22．71� 61．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，539，500円 複勝： 59，932，500円 枠連： 36，379，300円
馬連： 144，274，400円 馬単： 63，220，900円 ワイド： 55，794，100円
3連複： 169，228，400円 3連単： 275，145，700円 計： 842，514，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 320円 � 210円 � 700円 枠 連（2－7） 1，590円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 3，850円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 42，770円 3 連 単 ��� 256，730円

票 数

単勝票数 計 385395 的中 � 28419（6番人気）
複勝票数 計 599325 的中 � 47918（5番人気）� 85670（3番人気）� 19012（10番人気）
枠連票数 計 363793 的中 （2－7） 17631（7番人気）
馬連票数 計1442744 的中 �� 33548（16番人気）
馬単票数 計 632209 的中 �� 5420（40番人気）
ワイド票数 計 557941 的中 �� 12399（14番人気）�� 3681（42番人気）�� 3485（46番人気）
3連複票数 計1692284 的中 ��� 2967（135番人気）
3連単票数 計2751457 的中 ��� 777（757番人気）

ハロンタイム 12．6―10．3―11．0―11．5―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―22．9―33．9―45．4―57．1―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ナ レ ッ ト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．4 新潟1着

2010．4．12生 牝4鹿 母 ノ ワ ゼ ッ ト 母母 ファーディーン 27戦4勝 賞金 65，691，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



22095 8月24日 曇 稍重 （26新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，25．8．17以降26．8．17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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ダッシャーワン 牡6栗 55 北村 宏司芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 506± 01：10．1 3．1�
23 アスコットシチー 牡5栗 54 江田 照男 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 466－ 21：10．2� 3．9�
814 キ ズ マ 牡5鹿 55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 ハナ 9．0�
47 キョウエイアシュラ 牡7鹿 54 柴田 大知田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470± 01：10．3� 12．5�
11 シセイオウジ 牡7栗 55 田辺 裕信猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464＋ 61：10．51� 12．2�
815 ケ ビ ン ド ゥ 牡5栗 54 吉田 豊井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 490＋ 61：10．82 14．6	
22 メイショウノーベル 牡5栗 54 石橋 脩松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 508＋ 81：10．9クビ 19．5

34 フィールドシャイン 牡7栗 53 武士沢友治地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 41：11．0	 43．9�
713 ドレッドノート 
6栗 54 木幡 初広�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472＋ 2 〃 クビ 38．2
59 キクノストーム 牡5鹿 54 内田 博幸菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 490± 01：11．1	 19．7�
58 トーホウチェイサー 牡7栗 55 宮崎 北斗東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 484－ 61：11．31� 47．2�
35 サウンドリアーナ 牝4黒鹿54 西田雄一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 496－ 21：11．4� 9．9�
611 デュアルスウォード 牡6黒鹿55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：11．71	 24．5�
610 カラダレジェンド 牡3鹿 52 伊藤 工真子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：12．01	 44．0�
712 ケイアイアストン 牡9鹿 53 大野 拓弥亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 474± 01：13．38 234．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，098，000円 複勝： 96，485，300円 枠連： 65，756，300円 馬連： 269，661，800円 馬単： 124，646，000円
ワイド： 90，273，500円 3連複： 317，784，200円 3連単： 555，905，400円 5重勝： 729，638，000円 計： 2，322，248，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 250円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 290円 �� 640円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，780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����� 1，708，180円

票 数

単勝票数 計 720980 的中 � 184117（1番人気）
複勝票数 計 964853 的中 � 207417（1番人気）� 164318（2番人気）� 76853（4番人気）
枠連票数 計 657563 的中 （2－4） 94406（1番人気）
馬連票数 計2696618 的中 �� 316651（1番人気）
馬単票数 計1246460 的中 �� 78007（1番人気）
ワイド票数 計 902735 的中 �� 88711（1番人気）�� 34089（3番人気）�� 26785（7番人気）
3連複票数 計3177842 的中 ��� 107054（3番人気）
3連単票数 計5559054 的中 ��� 51777（4番人気）
5重勝票数 計7296380 的中 ����� 299

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．0―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャーワン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー 2010．9．20 阪神3着

2008．5．5生 牡6栗 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 21戦5勝 賞金 97，919，000円
〔制裁〕 ケビンドゥ号の騎手吉田豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・12番・11番・9

番・8番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ゲンパチメジャー号・コウユーサムライ号・マルヴァーンヒルズ号・レッドヴァンクール号

22096 8月24日 曇 良 （26新潟2）第8日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・直線）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 ネオザミスティック 牝6黒鹿 55
52 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460－ 6 55．6 13．7�

715 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B442＋ 2 55．7� 8．1�
714 グラスルノン 牝3鹿 52 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋10 56．33� 28．2�
35 トウカイマインド 牝3鹿 52 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 452± 0 〃 クビ 27．8�
611 ナスケンリュウジン 牡3栗 54 西田雄一郎那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 446－ 2 〃 ハナ 31．3�
612 シャルマンウーマン 牝3鹿 52

49 ▲原田 和真阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 506± 0 56．4クビ 3．4	
47 トーホウジュリア 牝5鹿 55 大野 拓弥東豊物産
 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 8 56．71� 44．2�
12 バトルヴェルデ 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 438－10 〃 クビ 20．7�
817 コウヨウエンプレス 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B480－ 2 56．91� 9．3
816 クラウンエンビー 牡5栗 57 杉原 誠人
クラウン 小野 次郎 鹿児島 小園 孝一 464＋ 8 〃 アタマ 209．9�
59 スノークラフト 牝5芦 55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B460± 0 57．43 19．0�
510 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 456＋ 2 〃 クビ 5．7�
713 キボウダクリチャン 牝5栗 55 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458－ 6 57．5クビ 102．4�
48 ヨザクラオシチ 牝3栗 52 M．エスポジート 福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 482＋ 4 57．6� 6．3�

（伊）

11 マーセブナカヤマ 牡3鹿 54 北村 宏司�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 530－ 4 58．02� 24．8�
36 ワンツーステップ 牝4芦 55 田中 勝春佐々木政充氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 438± 0 58．1� 61．4�
24 	 シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 470－10 58．41� 43．1�
23 サンマルマズル 牡4鹿 57 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 496＋24 58．61� 169．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，640，400円 複勝： 88，924，100円 枠連： 64，687，600円
馬連： 197，766，700円 馬単： 92，541，600円 ワイド： 88，468，800円
3連複： 270，054，700円 3連単： 437，843，100円 計： 1，305，927，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 370円 � 290円 � 750円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 4，390円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 37，160円 3 連 単 ��� 204，270円

票 数

単勝票数 計 656404 的中 � 38227（6番人気）
複勝票数 計 889241 的中 � 64075（6番人気）� 88440（4番人気）� 27849（11番人気）
枠連票数 計 646876 的中 （7－8） 41099（5番人気）
馬連票数 計1977667 的中 �� 36633（17番人気）
馬単票数 計 925416 的中 �� 7189（36番人気）
ワイド票数 計 884688 的中 �� 15493（15番人気）�� 5127（47番人気）�� 6368（38番人気）
3連複票数 計2700547 的中 ��� 5450（112番人気）
3連単票数 計4378431 的中 ��� 1554（632番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―43．5

上り4F43．6－3F33．3
勝馬の
紹 介

ネオザミスティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alzao デビュー 2010．11．20 京都3着

2008．1．23生 牝6黒鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams 25戦2勝 賞金 20，440，000円
※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） 3頭 グレカーレ号・ダークアイリス号・ミラクルピッチ号
（非抽選馬） 1頭 エクスプローラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（26新潟2）第8日 8月24日（日曜日） 晴後曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

184，780，000円
8，760，000円
1，450，000円
16，360，000円
66，606，500円
5，598，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
391，384，400円
615，198，600円
324，117，100円
1，143，968，200円
599，456，400円
483，500，800円
1，389，413，900円
2，349，260，400円
729，638，000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 8，025，937，800円

総入場人員 12，286名 （有料入場人員 10，361名）
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