
21061 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左・外）

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
1：46．6
1：45．6

良
良

68 トーラスジェミニ 牡2鹿 54
51 ▲木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 21：48．9 75．3�

69 チェサピークベイ 牡2芦 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：49．11� 1．7�
57 マイネルモーディグ 牡2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 462＋ 41：49．2� 8．5�
813 オ ー レ ア 牝2栗 54 柴田 大知 �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 428－ 21：49．3� 28．5�
710 フラワーズアート 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 2 〃 クビ 8．8	
711 ブラックアンバー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 494＋ 41：49．51� 4．4

45 ファイトフラッシュ 牝2黒鹿54 柴田 善臣�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 450－ 21：50．35 213．5�
56 ホットスタンプ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 452＋ 41：50．72� 41．1�
44 シゲルアマゾナイト 牡2青鹿54 田中 勝春森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 444＋ 4 〃 アタマ 231．7
812 アーチンガイ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 474＋ 21：51．12� 59．7�
33 スキルドロイヤー 牝2鹿 54 江田 照男小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 420－ 41：51．3� 196．9�
22 チャーチルクイーン 牝2鹿 54 丸田 恭介村田 哲朗氏 小野 次郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 494－ 41：52．68 28．0�
11 シ ン モ エ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 442＋ 41：52．81 331．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，104，400円 複勝： 42，761，100円 枠連： 13，741，500円
馬連： 49，963，900円 馬単： 27，825，100円 ワイド： 34，701，800円
3連複： 69，205，600円 3連単： 100，679，900円 計： 368，983，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，530円 複 勝 � 710円 � 110円 � 180円 枠 連（6－6） 5，250円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 19，040円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，890円 �� 320円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 73，730円

票 数

単勝票数 計 301044 的中 � 3395（9番人気）
複勝票数 計 427611 的中 � 7676（9番人気）� 191092（1番人気）� 45158（4番人気）
枠連票数 計 137415 的中 （6－6） 2028（11番人気）
馬連票数 計 499639 的中 �� 7287（13番人気）
馬単票数 計 278251 的中 �� 1096（41番人気）
ワイド票数 計 347018 的中 �� 6043（13番人気）�� 4328（19番人気）�� 32163（3番人気）
3連複票数 計 692056 的中 ��� 8734（17番人気）
3連単票数 計1006799 的中 ��� 990（177番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．9―12．7―12．8―12．4―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．1―48．8―1：01．6―1：14．0―1：25．7―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 7，8，12，13（3，10）（4，11）1（6，9）5，2 4 7，8，12，13－（3，10）（4，11）－9，1（6，2）5

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡2鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 4戦1勝 賞金 5，000，000円

21062 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

46 バットオールソー 牡3栗 56 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：12．8 4．9�

611 クォーターイモン 牡3鹿 56 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444＋ 2 〃 クビ 3．7�

814 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56
54 △藤田菜七子中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 422－ 41：13．01 12．8�

47 カ エ デ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 B462－ 41：13．21� 15．8�
610 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 三浦 皇成東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B444＋ 21：13．52 6．6�
713 ニットウツバキ 牝3鹿 54 柴田 善臣藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 486＋101：13．92� 90．4	
34 スマートフォース 牡3栗 56 柴田 大知大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 B502＋ 21：14．0クビ 123．2

59 フォルテドンナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 446＋ 4 〃 クビ 90．3�

22 ユーリトミクス 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 21：14．1クビ 2．4�
58 アンティオキア 牝3鹿 54 内田 博幸髙橋 貴士氏 林 徹 新ひだか 松田牧場 452± 01：14．63 52．4
23 ファンダンゴ 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 440－ 2 〃 クビ 267．4�
712 ミキノティンパニー 牝3栗 54 丸田 恭介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 432－10 〃 アタマ 319．6�
815 コウソクヒカリ 牝3青鹿54 和田 竜二野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 426＋101：14．7� 39．8�
11 ペイシャアコ 牝3栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 日高 浜本 幸雄 454－101：16．18 298．5�
35 マグナムオプス �3鹿 56

53 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 小島 茂之 日高 千葉飯田牧場 514－101：17．69 330．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，926，500円 複勝： 40，539，800円 枠連： 14，415，000円
馬連： 54，033，900円 馬単： 29，021，700円 ワイド： 35，297，500円
3連複： 74，022，400円 3連単： 99，407，000円 計： 376，663，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 150円 � 250円 枠 連（4－6） 460円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 300円 �� 730円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 299265 的中 � 48530（3番人気）
複勝票数 計 405398 的中 � 79394（2番人気）� 79373（3番人気）� 33055（5番人気）
枠連票数 計 144150 的中 （4－6） 23991（3番人気）
馬連票数 計 540339 的中 �� 47081（4番人気）
馬単票数 計 290217 的中 �� 11597（7番人気）
ワイド票数 計 352975 的中 �� 33490（2番人気）�� 11605（8番人気）�� 13955（7番人気）
3連複票数 計 740224 的中 ��� 28774（5番人気）
3連単票数 計 994070 的中 ��� 7655（31番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．8―12．6―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バットオールソー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2017．7．29 新潟2着

2015．5．13生 牡3栗 母 ブロンドヒロイン 母母 ランニングヒロイン 10戦1勝 賞金 16，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マグナムオプス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月12日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アノマリー号
（非抽選馬） 4頭 ウェディングフォト号・ニシノシノブ号・ミッキーマンドリン号・ランドキングスター号

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

第２回 新潟競馬 第６日



21063 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6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 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
1：47．8

稍重
重

610 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 476＋ 81：54．8 4．1�
713 レ ヴ ァ ン テ 牡3栗 56 戸崎 圭太寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 クビ 4．4�
11 マイネルラッジョ 牡3鹿 56 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 540－ 21：56．39 3．7�
47 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B508＋ 81：56．62 3．0�
58 シゲルヤングコーン 牡3鹿 56 柴田 善臣森中 蕃氏 的場 均 日高 高柳 隆男 524± 01：56．7クビ 23．2�
35 トラストアゲン 牡3栗 56 和田 竜二浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 498－ 21：56．91� 20．1	
815 リ ミ ッ ク ス 牡3鹿 56 大野 拓弥 
社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 474－ 41：57．0� 82．2�
814 トラジェクトリー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也松尾 正氏 小西 一男 平取 北島牧場 484＋201：57．1	 144．7�
23 パ ト ロ ナ 牡3鹿 56 北村 宏司 
社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム 462＋ 61：57．31	 25．4
34 ア ル ジ 
3鹿 56 杉原 誠人増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：57．4クビ 107．9�
59 ヒロノゴールド 牡3栗 56 伊藤 工真中丸 裕嗣氏 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド 510＋ 41：58．57 139．1�
611 サイモンルチアーノ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B494＋ 61：59．13	 409．7�
712� ヴォルパンテール 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

462＋ 7 〃 クビ 173．3�
46 フランクオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B450－ 81：59．31	 155．5�
22 ヴ ァ ザ ー リ 牡3栗 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 林 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 564－ 82：01．5大差 103．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，072，300円 複勝： 30，754，800円 枠連： 11，128，100円
馬連： 50，720，700円 馬単： 26，036，500円 ワイド： 31，016，000円
3連複： 69，061，800円 3連単： 94，928，600円 計： 339，718，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 150円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 460円 �� 340円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 260723 的中 � 50630（3番人気）
複勝票数 計 307548 的中 � 55851（2番人気）� 42954（4番人気）� 54152（3番人気）
枠連票数 計 111281 的中 （6－7） 10268（3番人気）
馬連票数 計 507207 的中 �� 35775（6番人気）
馬単票数 計 260365 的中 �� 9447（12番人気）
ワイド票数 計 310160 的中 �� 16860（6番人気）�� 24278（3番人気）�� 16986（5番人気）
3連複票数 計 690618 的中 ��� 37195（4番人気）
3連単票数 計 949286 的中 ��� 7614（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．8―13．3―12．8―12．7―13．0―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．9―1：03．7―1：16．4―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノベイオウルフ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．4 東京11着

2015．4．17生 牡3黒鹿 母 ニシノマザーアース 母母 ディフェンススペンディング 11戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァザーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12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 アスクヴション号・オオイリ号・カネトシダウティ号

21064 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

714 カ ヴ ァ ル 牡3青鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋101：47．3 4．8�

713 リンディーホップ 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 4 〃 クビ 4．0�

817 オールステリーナ 牝3黒鹿 54
52 △藤田菜七子宮田 守氏 黒岩 陽一 日高 前野牧場 476＋ 21：47．61� 27．3�

612 ベネディクション �3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 8 〃 アタマ 26．3�

818 サツキワルツ 牝3鹿 54 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444＋ 41：47．91� 13．3�
48 アンバーマイル 牡3青鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532 ―1：48．0� 15．7	
35 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 424－10 〃 ハナ 223．4

715 ウィナーズブレイク 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 81：48．1� 19．9�
59 ア ル キ ミ ア 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 8．5�
47 サ ー ム 牝3黒鹿54 和田 竜二杉山 忠国氏 大竹 正博 浦河 高松牧場 428－101：48．2クビ 7．9
12 ボウルオブチェリー 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 77．2�
11 ペイフォワード 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 416－101：48．3クビ 15．4�
23 エリープライム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下
ファーム 442＋ 81：48．4� 111．1�

36 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 M．デムーロ エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 438－ 41：48．82� 5．3�
510 サングリアロッサ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 418＋ 81：49．11� 454．9�
611 フラントイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 藤沢牧場 488± 01：49．31� 312．4�
816 ロイヤルジュビリー 牝3青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 21：49．4� 202．0�
24 マイネルオフショア 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 504＋121：52．6大差 144．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，165，800円 複勝： 51，701，900円 枠連： 19，248，800円
馬連： 68，309，600円 馬単： 28，555，700円 ワイド： 48，672，500円
3連複： 101，363，200円 3連単： 113，689，500円 計： 462，707，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 160円 � 640円 枠 連（7－7） 710円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，200円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 32，410円

票 数

単勝票数 計 311658 的中 � 50917（2番人気）
複勝票数 計 517019 的中 � 75186（2番人気）� 100753（1番人気）� 15457（11番人気）
枠連票数 計 192488 的中 （7－7） 20997（3番人気）
馬連票数 計 683096 的中 �� 59561（1番人気）
馬単票数 計 285557 的中 �� 11004（2番人気）
ワイド票数 計 486725 的中 �� 28803（1番人気）�� 5418（29番人気）�� 6134（26番人気）
3連複票数 計1013632 的中 ��� 10144（22番人気）
3連単票数 計1136895 的中 ��� 2543（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―12．4―12．9―12．6―11．2―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．8―48．2―1：01．1―1：13．7―1：24．9―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ヴ ァ ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．15 東京2着

2015．2．8生 牡3青鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 7戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルオフショア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12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。
（非抽選馬） 3頭 アイリスロード号・スーパースナッズ号・パワフルドンキ号



21065 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6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
1：33．4
1：32．3

良
良

713 ア マ ー テ ィ 牝2鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480 ―1：36．3 5．8�
35 ノーブルスコア 牝2青鹿54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432 ―1：36．51� 1．9�
11 ニシノドクターヘリ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 440 ―1：36．71� 20．6�
36 アレクサンドレッタ 牝2鹿 54 石川裕紀人根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 478 ―1：36．91� 22．2�
48 サニーバレット 牝2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 472 ―1：37．22 89．9�
815 ダイユウアイーダ 牝2栗 54 津村 明秀大友 靖岐氏 相沢 郁 日高 前野牧場 418 ―1：37．62� 193．3�
12 ヒシエトワール 牝2鹿 54 北村 宏司阿部 雅英氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482 ―1：37．7� 3．8	
611 フライトストリーム 牡2黒鹿54 石橋 脩 
シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450 ―1：38．01� 52．0�
612 ヤマノイッキー 牝2芦 54 丸田 恭介澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．21� 230．3�
714 レトルダムール 牡2黒鹿54 和田 竜二 
スピードファーム佐藤 吉勝 日高 佐々木牧場 446 ―1：38．41� 39．1
816 ミラクルスクワート 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 472 ―1：38．5� 307．7�
817 マイネルエポレット 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：38．71� 131．1�
24 ハーンハリーリ 牝2黒鹿54 杉原 誠人
ミルファーム 中川 公成 浦河 斉藤英牧場 430 ― 〃 クビ 75．3�
510 タ ヌ キ 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 428 ―1：38．8クビ 49．3�
23 イ ジ ェ ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 大和田 成 新冠 坂元 芳春 478 ―1：39．01� 103．4�
59 ヘルニーニョアキラ 牡2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 480 ―1：39．1� 49．4�
47 モリオンパワー 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 栄進牧場 406 ―1：41．2大差 360．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 46，342，100円 複勝： 42，860，500円 枠連： 19，083，100円
馬連： 59，508，800円 馬単： 35，046，800円 ワイド： 40，269，000円
3連複： 80，356，300円 3連単： 116，150，400円 計： 439，617，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 110円 � 260円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，100円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 463421 的中 � 66410（3番人気）
複勝票数 計 428605 的中 � 58209（3番人気）� 138011（1番人気）� 28737（4番人気）
枠連票数 計 190831 的中 （3－7） 29928（2番人気）
馬連票数 計 595088 的中 �� 79805（2番人気）
馬単票数 計 350468 的中 �� 19077（4番人気）
ワイド票数 計 402690 的中 �� 43771（2番人気）�� 8358（9番人気）�� 17137（4番人気）
3連複票数 計 803563 的中 ��� 23403（5番人気）
3連単票数 計1161504 的中 ��� 7012（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．4―13．2―12．6―11．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．6―49．8―1：02．4―1：13．6―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア マ ー テ ィ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．1．24生 牝2鹿 母 アマファソン 母母 アドマイヤセラヴィ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21066 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第6競走 ��
��1，800�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
1：53．8
1：50．9

良
不良

611 サルサレイア 牝2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 472 ―1：57．1 5．8�
713 セイドアモール 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �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 466 ―1：57．95 27．9�

712 イシュタルゲート 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500 ―1：58．22 7．5�
11 タカラチーター 牡2鹿 54 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 454 ―1：59．05 55．3�
59 オ レ ノ ソ ラ 牡2黒鹿54 菅原 隆一大久保與志雄氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 452 ― 〃 アタマ 118．8�
814 ケイアイブロンズ 牡2鹿 54 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：59．1クビ 8．1	
815 セイウンクロノス 牡2青鹿54 江田 照男西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 430 ―1：59．84 10．5

58 ガ ト ン 牡2芦 54 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 516 ―2：00．75 2．3�
35 ナックアポロン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 小田牧場 498 ―2：01．01� 63．6�
47 ラインコマンダー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 452 ― 〃 アタマ 37．1
610 コットンスノー �2芦 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 474 ―2：01．53 15．0�
46 サ ノ ラ ニ 牝2鹿 54 武士沢友治佐野 信幸氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 500 ―2：02．13	 116．5�
22 テイエムワークオー 牡2鹿 54 柴田 善臣竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム 522 ―2：03．16 23．9�
23 メ ン デ ィ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 480 ―2：03．2	 123．1�
34 ビューティスマイル 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 482 ―2：04．9大差 50．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，586，800円 複勝： 37，458，100円 枠連： 18，627，900円
馬連： 56，558，500円 馬単： 26，449，600円 ワイド： 37，949，300円
3連複： 75，131，000円 3連単： 87，917，300円 計： 377，678，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 480円 � 240円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 760円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 12，750円 3 連 単 ��� 61，400円

票 数

単勝票数 計 375868 的中 � 53713（2番人気）
複勝票数 計 374581 的中 � 57780（2番人気）� 17016（8番人気）� 40826（4番人気）
枠連票数 計 186279 的中 （6－7） 14757（5番人気）
馬連票数 計 565585 的中 �� 8897（18番人気）
馬単票数 計 264496 的中 �� 2407（29番人気）
ワイド票数 計 379493 的中 �� 6142（19番人気）�� 13485（7番人気）�� 3521（30番人気）
3連複票数 計 751310 的中 ��� 4419（41番人気）
3連単票数 計 879173 的中 ��� 1038（192番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．7―13．9―12．8―13．0―13．4―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．0―50．9―1：03．7―1：16．7―1：30．1―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サルサレイア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 リンドシェーバー 初出走

2016．2．7生 牝2栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メンディ号・ビューティスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

12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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 イマジンラヴ号・クリソベリル号・コスモセレッソ号・ゴルヴァ号・ダイシンインディー号・ブルベアペスカ号・

ブルベアマローネ号・ベルキューズ号・マイネルジェンマ号・ラストクリーガー号・ラズライトノヴァ号・
ラティーンセイル号・ルバクオーリ号



21067 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

35 ミ ネ ッ ト 牝5鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B456＋ 61：48．8 16．3�
816 クイーングラス 牝3鹿 52 内田 博幸遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：48．9� 2．3�
47 ブリリアントリリー 牝3鹿 52 大野 拓弥 �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 B470＋101：49．0� 36．6�
713 レッドシルヴィ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 41：49．21� 7．8�
36 アルミレーナ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．3� 2．8	
11 レーヌジャルダン 牝4鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 442－ 41：49．4� 26．4

12 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 52

50 △藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 466＋22 〃 ハナ 49．5�
59 ニシノアモーレ 牝4栗 55 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 428－141：49．5� 11．3�
612 ハマヒルガオ 牝5黒鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512＋121：49．6� 242．8
611 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 ハナ 48．3�
48 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋12 〃 アタマ 82．4�
510 ラヴファンシフル 牝3鹿 52 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 20．5�
23 ヴィオトポス 牝3青鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 21：49．7クビ 241．2�
815 ドリームマジック 牝4鹿 55 北村 宏司堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 464－ 21：50．01� 53．1�
24 コスモレティクルム 牝5鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 81：50．21� 306．5�
714 パワースピネル 牝3鹿 52 嶋田 純次田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 422＋ 81：50．73 747．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，107，200円 複勝： 56，124，000円 枠連： 22，174，100円
馬連： 89，040，600円 馬単： 41，911，300円 ワイド： 58，148，700円
3連複： 122，739，100円 3連単： 159，407，500円 計： 594，652，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 290円 � 150円 � 720円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 790円 �� 5，120円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 17，740円 3 連 単 ��� 122，550円

票 数

単勝票数 計 451072 的中 � 22043（5番人気）
複勝票数 計 561240 的中 � 45486（5番人気）� 134189（2番人気）� 15108（9番人気）
枠連票数 計 221741 的中 （3－8） 59495（1番人気）
馬連票数 計 890406 的中 �� 36919（6番人気）
馬単票数 計 419113 的中 �� 4731（20番人気）
ワイド票数 計 581487 的中 �� 19880（7番人気）�� 2809（39番人気）�� 10182（14番人気）
3連複票数 計1227391 的中 ��� 5189（47番人気）
3連単票数 計1594075 的中 ��� 943（303番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―13．1―13．0―12．3―11．2―10．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．3―50．4―1：03．4―1：15．7―1：26．9―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．1
3 7，5，16（1，11，13）14（2，3，10）12（6，8）（4，15，9） 4 7，5（1，16）（11，13）（2，3，10，14）（6，12）8，9，4，15

勝馬の
紹 介

ミ ネ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．2 新潟3着

2013．1．23生 牝5鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp 17戦3勝 賞金 33，600，000円
〔発走状況〕 コスモレティクルム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモレティクルム号は，平成30年8月13日から平成30年9月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

21068 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第8競走 ��
��1，800�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 7，500，000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
1：47．8

稍重
重

713 ジュンスターホース 牡4栗 57 M．デムーロ河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B470± 01：54．2 1．6�
58 ウインドオブホープ �5栗 57 北村 宏司�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 522－ 21：54．73 5．1�
23 ペイシャエリート 牡3栗 54 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B486＋ 81：55．02 43．5�
815 アークカンパネラ 牡3青鹿54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B480＋ 21：55．21	 26．0�
712 オーシャンビュー 牡5鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 454＋ 41：55．3
 102．9�
47 アカリダイヤモンド 牡3栗 54 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 450± 0 〃 アタマ 6．9	
46 ミラクルヒッター 牡3芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 498＋ 41：55．72
 60．0

59 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 52 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 アタマ 87．9�
11 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

55 △藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 496－ 6 〃 ハナ 36．6
610 ロージズバード 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B524－ 41：55．8
 59．7�
22 � ケンタッキーグラス 牡3鹿 54 和田 竜二�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484＋ 41：56．01 101．5�
814 スマイルメロディー 牝4栗 55 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 430± 01：56．1� 253．8�
611 ディサーニング 牡3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－121：56．73
 6．7�
34 ケイティクエスト 牡4鹿 57 丸田 恭介瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 468＋ 61：57．33
 275．9�
35  ロータスクイーン 牝3黒鹿52 江田 照男�須野牧場 和田正一郎 米

Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

472＋ 61：57．51	 235．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，740，200円 複勝： 115，401，900円 枠連： 19，720，600円
馬連： 79，677，700円 馬単： 48，656，100円 ワイド： 51，259，200円
3連複： 109，583，200円 3連単： 186，148，800円 計： 649，187，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 600円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 950円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 387402 的中 � 185222（1番人気）
複勝票数 計1154019 的中 � 810480（1番人気）� 83774（2番人気）� 12505（8番人気）
枠連票数 計 197206 的中 （5－7） 43273（1番人気）
馬連票数 計 796777 的中 �� 154449（1番人気）
馬単票数 計 486561 的中 �� 71285（1番人気）
ワイド票数 計 512592 的中 �� 72609（1番人気）�� 12431（9番人気）�� 6183（18番人気）
3連複票数 計1095832 的中 ��� 19891（10番人気）
3連単票数 計1861488 的中 ��� 16599（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―51．2―1：04．4―1：16．8―1：29．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンスターホース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nashwan デビュー 2016．10．10 東京18着

2014．4．4生 牡4栗 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 12戦2勝 賞金 27，050，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 フッカツノノロシ号の調教師小桧山悟は，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。

ロブラリア号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 ケイティクエスト号は，2コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。



21069 8月12日 晴 良 （30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，1，000万円以下；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

713 ア ル ー シ ャ 牝3芦 52 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：20．2 2．4�
11 デスティニーソング 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 2 〃 クビ 11．0�
12 アクセラレート 牡6鹿 57 柴田 善臣 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：20．3� 73．4�
715 オーマイガイ 牡5栗 57 和田 竜二廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 474＋ 6 〃 アタマ 10．1�
816 ティルナノーグ 	6鹿 57 津村 明秀前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：20．4� 41．5	
24 
 コパノディール 牝5黒鹿55 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 434＋ 4 〃 クビ 42．2

23 ディアサルファー 牝3栗 52 三浦 皇成ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋141：20．61� 9．8�
510 デルニエオール 牝3栗 52 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋ 61：20．81 3．9�
817 ショウボート 牡6栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 19．4
35 サ ロ ニ カ 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 454＋161：20．9クビ 17．6�
47 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55 田中 勝春丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 434－ 21：21．11 284．9�
611 サ フ ィ ロ ス 牡6鹿 57 木幡 巧也 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：21．31� 181．6�
612 サ ン ク ロ ワ 牡5栗 57 大野 拓弥�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 クビ 43．0�
59 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：21．4� 90．3�
48 ジョーマイク 	5栗 57 石川裕紀人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 474－ 21：21．5� 95．3�
36 ペルソナリテ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：21．71� 46．3�
818 オルレアンローズ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 496＋ 61：22．65 22．3�
（17頭）

714 モ ア ナ 牝4青鹿55 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，677，300円 複勝： 61，293，300円 枠連： 34，465，900円
馬連： 77，560，500円 馬単： 29，982，900円 ワイド： 52，985，100円
3連複： 86，922，700円 3連単： 102，426，700円 計： 487，314，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 300円 � 1，080円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，680円 �� 5，650円

3 連 複 ��� 18，640円 3 連 単 ��� 63，140円

票 数

単勝票数 差引計 416773（返還計128652） 的中 � 137989（1番人気）
複勝票数 差引計 612933（返還計170856） 的中 � 153642（1番人気）� 48430（4番人気）� 10622（13番人気）
枠連票数 計 344659 的中 （1－7） 28026（4番人気）
馬連票数 差引計 775605（返還計597447） 的中 �� 35821（4番人気）
馬単票数 差引計 299829（返還計233675） 的中 �� 10016（5番人気）
ワイド票数 差引計 529851（返還計353547） 的中 �� 21126（4番人気）�� 4962（30番人気）�� 2322（59番人気）
3連複票数 差引計 869227（返還計1052717） 的中 ��� 3497（54番人気）
3連単票数 差引計1024267（返還計1331617） 的中 ��� 1176（171番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―10．6―11．2―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―33．5―44．7―56．4―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝3芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 6戦3勝 賞金 41，075，000円
〔競走除外〕 モアナ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，疾病〔右肩部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅

延。
〔制裁〕 モアナ号の騎手内田博幸は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

サフィロス号の騎手木幡巧也は，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10，000円。（被害馬：18番）
デルニエオール号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 モアナ号は，平成30年8月13日から平成30年9月11日まで出走停止。停止期間の満了後に発走
調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サバイバルポケット号

21070 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第10競走 ��
��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，1，600万円以下，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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 ミッシングリンク 牝4栗 55 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 530＋ 61：51．0 3．3�
22 サトノアッシュ 牡6鹿 57 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 490＋ 21：51．53 8．1�
55 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：51．71� 5．6�
66 ブライトンロック 牡4黒鹿57 田中 勝春坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 41：52．34 3．6�
89 サルサディオーネ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B506＋ 61：52．4クビ 3．8�
78 	 パルトネルラーフ 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 01：52．93 38．4	
33 ピアシングステア 牡6栗 57 和田 竜二水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 500－ 81：53．11� 15．0

810 エンキンドル 
7青 57 津村 明秀ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B554－ 61：53．41� 94．8�
11 デジタルフラッシュ 牡7栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 468－ 21：54．67 161．2
77 � アースコネクター 牡7栗 57 江田 照男 �グリーンファーム林 徹 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

510± 01：55．98 90．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，961，000円 複勝： 57，952，800円 枠連： 24，609，200円
馬連： 123，826，000円 馬単： 60，783，200円 ワイド： 59，905，100円
3連複： 144，208，200円 3連単： 275，650，100円 計： 802，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 200円 � 180円 枠 連（2－4） 1，710円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 510円 �� 350円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，490円

票 数

単勝票数 計 559610 的中 � 133386（1番人気）
複勝票数 計 579528 的中 � 124325（2番人気）� 64725（5番人気）� 76594（4番人気）
枠連票数 計 246092 的中 （2－4） 11099（10番人気）
馬連票数 計1238260 的中 �� 63977（7番人気）
馬単票数 計 607832 的中 �� 21059（9番人気）
ワイド票数 計 599051 的中 �� 29825（7番人気）�� 47001（3番人気）�� 22224（12番人気）
3連複票数 計1442082 的中 ��� 50695（9番人気）
3連単票数 計2756501 的中 ��� 21058（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．4―47．8―1：00．1―1：13．0―1：25．6―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3

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

2
4

・（9，7）＝4－10－2，6，5，1（8，3）
9－（5，4）－（2，7，10）6，3（1，8）

勝馬の
紹 介

ミッシングリンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2016．9．25 中山8着

2014．3．31生 牝4栗 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 16戦4勝 賞金 59，972，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時15分に変更。

２レース目



21071 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第53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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

712 プリモシーン 牝3青鹿51 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488＋101：31．6 4．1�
610 ワントゥワン 牝5黒鹿54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 クビ 8．3�
34 エイシンティンクル 牝5芦 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 500－ 61：31．81	 6．9�
814 ヤングマンパワー 牡6黒鹿57 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538＋181：32．01
 32．6�
58 ロードクエスト 牡5鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460± 01：32．1� 15．9	
46 リライアブルエース 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �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 490－ 41：32．2クビ 5．5

59 チェッキーノ 牝5栗 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－141：32．51� 18．9�
23 スターオブペルシャ �5栗 56 内田 博幸 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 41：32．92
 20．3�
11 ベルキャニオン 牡7鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 21：33．11 37．4
35 ショウナンアンセム 牡5芦 56 田辺 裕信�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 484＋ 2 〃 クビ 7．3�
22 フロンティア 牡3栗 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：33．2
 8．4�
713 ウインガニオン 牡6黒鹿58 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 492－ 4 〃 クビ 13．9�
611 チャンピオンルパン 牡7鹿 56 石川裕紀人坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 490＋ 41：33．41 86．6�
815 ロッカフラベイビー 牝6黒鹿54 柴田 善臣山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B484＋12 〃 ハナ 395．5�
47 ジョーストリクトリ 牡4鹿 56 田中 勝春上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 510＋101：33．72 292．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 268，432，200円 複勝： 368，577，200円 枠連： 162，573，600円 馬連： 873，218，000円 馬単： 305，479，900円
ワイド： 426，536，700円 3連複： 1，402，959，800円 3連単： 1，991，845，700円 5重勝： 563，513，700円 計： 6，363，136，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 280円 � 230円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 900円 �� 720円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 22，570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����� 3，686，530円

票 数

単勝票数 計2684322 的中 � 515035（1番人気）
複勝票数 計3685772 的中 � 592944（1番人気）� 312398（6番人気）� 408459（4番人気）
枠連票数 計1625736 的中 （6－7） 84211（6番人気）
馬連票数 計8732180 的中 �� 266267（11番人気）
馬単票数 計3054799 的中 �� 58786（10番人気）
ワイド票数 計4265367 的中 �� 122160（10番人気）�� 155452（4番人気）�� 72943（17番人気）
3連複票数 計14029598 的中 ��� 193008（14番人気）
3連単票数 計19918457 的中 ��� 63964（43番人気）
5重勝票数 計5635137 的中 ����� 107

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．5―11．5―11．2―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．2―45．7―57．2―1：08．4―1：19．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 4（3，13）14，5（2，8）11（1，12）（6，15）（7，9）－10 4 4，3，13，5，14－（2，8）（11，12）（1，6，15）（7，9）－10

勝馬の
紹 介

プリモシーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2017．9．17 中山2着

2015．4．27生 牝3青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 6戦3勝 賞金 93，399，000円

21072 8月12日 晴 良 （30新潟2）第6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 7，500，000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

818 ホウオウスクラム 牡3栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 8 54．8 7．3�
713 オーバースペック 牡4青鹿57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 480－ 4 55．01� 9．0�
816	 シーイズチャンプ 牝4鹿 55 柴田 大知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 490－12 55．1� 46．5�
36 アシャカデッシュ 牡3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 500＋ 2 〃 クビ 15．7�
510 フローラルシトラス 牝3黒鹿 52

50 △藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 406－ 2 〃 ハナ 41．7	
611 プリティマックス 牝4栗 55 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 440－ 2 55．2クビ 3．0

714 ガーシュウィン 牡4鹿 57 石川裕紀人田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋ 4 〃 クビ 14．0�
23 サラドリーム 牝3黒鹿52 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 418± 0 55．3クビ 16．2�
35 ココロストライク 牝3栗 52 和田 竜二�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 464－ 4 〃 クビ 8．0
12 サンタアズライト 
4栗 57

54 ▲木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 4 55．4� 46．6�
715� サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

B498－ 8 55．5� 9．8�
48 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 478± 0 〃 クビ 8．2�
47 コウユーホクト 牡3鹿 54 丸田 恭介加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 494－ 2 55．6クビ 65．8�
59 カクカクシカジーカ 牝3芦 52

49 ▲山田 敬士芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 416＋12 〃 クビ 25．9�
612 ネオビッグバン 牡5鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 474＋12 55．81� 128．2�
24 カシノクオーレ 牝3鹿 52 江田 照男柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 472＋10 56．22� 348．6�
817 トキノメガミ 牝3栗 52 宮崎 北斗時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 448－ 2 56．51� 262．0�
11 	 パイオニアワーク 牡4鹿 57 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 洞湖 レイクヴィラファーム 496＋12 56．71� 412．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 95，176，700円 複勝： 122，830，300円 枠連： 67，833，200円
馬連： 217，925，300円 馬単： 83，154，200円 ワイド： 136，469，400円
3連複： 344，494，700円 3連単： 417，001，700円 計： 1，484，885，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 330円 � 1，060円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 4，000円 �� 6，890円

3 連 複 ��� 47，520円 3 連 単 ��� 220，670円

票 数

単勝票数 計 951767 的中 � 104240（2番人気）
複勝票数 計1228303 的中 � 130665（4番人気）� 100314（5番人気）� 26195（13番人気）
枠連票数 計 678332 的中 （7－8） 60207（2番人気）
馬連票数 計2179253 的中 �� 41813（12番人気）
馬単票数 計 831542 的中 �� 8784（19番人気）
ワイド票数 計1364694 的中 �� 24319（14番人気）�� 8731（46番人気）�� 5024（69番人気）
3連複票数 計3444947 的中 ��� 5437（151番人気）
3連単票数 計4170017 的中 ��� 1370（734番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．4―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．4―42．9

上り4F42．9－3F32．8
勝馬の
紹 介

ホウオウスクラム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．10 中山6着

2015．4．22生 牡3栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 10戦2勝 賞金 18，000，000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。
（非当選馬） 1頭 リボンドグレープス号
（非抽選馬） 1頭 ブライトンピア号

５レース目



（30新潟2）第6日 8月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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
厩務員出走奨励金

245，570，000円
23，820，000円
1，620，000円
28，990，000円
74，754，000円
5，039，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
746，292，500円
1，028，255，700円
427，621，000円
1，800，343，500円
742，903，000円
1，013，210，300円
2，680，048，000円
3，745，253，200円
563，513，700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 12，747，440，900円

総入場人員 17，268名 （有料入場人員 14，970名）
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