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21133 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

67 ダノンロッソ 牡5青鹿60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436－ 23：07．7 2．2�
811 フラットレー �4青鹿60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490± 03：08．12� 12．3�
68 スリーミュージアム 牡6鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 434＋ 63：08．31� 4．6�
55 	 レオクイック 牡7鹿 60 金子 光希坂田 行夫氏 加藤 和宏 浦河 田中スタッド 468－103：08．51� 18．2�
812 クールエイジア 牡7鹿 60 山本 康志�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 478＋ 83：09．03 35．1	
79 ルグランパントル �7鹿 60 石神 深一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 23：09．63� 3．9

56 スマートボムシェル 牡7栗 60 平沢 健治大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 516＋ 4 〃 アタマ 9．2�
44 トーセンクロノス 牡4鹿 60 蓑島 靖典島川 �哉氏 松永 康利 新ひだか 片岡 博 448＋103：10．87 36．4
22 シゲルブドウセキ 牡3栗 58 上野 翔森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 466± 03：12．18 148．9�
33 レッドアーサー �5黒鹿60 江田 勇亮 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 60．1�
11 	 シングンオフビート �4黒鹿60 大庭 和弥伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442＋103：14．1大差 125．2�
710 リネンエイコウ 牝3栗 56 高野 和馬戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 420－ 23：14．41
 321．5�
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売 得 金
単勝： 21，987，000円 複勝： 24，068，300円 枠連： 10，529，700円
馬連： 36，420，700円 馬単： 20，055，400円 ワイド： 25，836，400円
3連複： 55，715，700円 3連単： 85，090，600円 計： 279，703，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 250円 � 140円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 510円 �� 190円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 219870 的中 � 79293（1番人気）
複勝票数 計 240683 的中 � 71168（1番人気）� 16324（6番人気）� 45939（2番人気）
枠連票数 計 105297 的中 （6－8） 11319（4番人気）
馬連票数 計 364207 的中 �� 21287（5番人気）
馬単票数 計 200554 的中 �� 7498（7番人気）
ワイド票数 計 258364 的中 �� 11640（7番人気）�� 44869（1番人気）�� 6328（12番人気）
3連複票数 計 557157 的中 ��� 26693（5番人気）
3連単票数 計 850906 的中 ��� 7655（23番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 50．0－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンロッソ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．1．24生 牡5青鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 障害：3戦1勝 賞金 11，800，000円

21134 9月1日 晴 稍重 （1新潟2） 第12日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時45分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610 ロ ジ ポ ル カ 牡3栗 56 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 458－101：54．3 10．8�
34 モッシュピット 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458± 01：54．4� 5．8�
58 � ドーバーテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Chadds Ford
Stable, LLC 494± 01：54．5� 2．3�

22 ユイノムサシ 牡3芦 56 丸山 元気由井健太郎氏 萩原 清 新ひだか 山口 忠彦 474± 01：54．92	 18．2�
35 サクラザチェンジ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B484＋ 61：55．21	 15．0�
23 マジックブルーム 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：55．52 48．9	
712 バンディエラ 牡3栗 56 C．ルメール 東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B516± 01：55．71 4．6

59 ラインジュピター 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B448＋ 2 〃 クビ 41．2�
713 ジュエルインザサン 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 452－ 21：55．91
 14．5
46 レッドアルマーダ 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 528＋ 21：56．53	 31．1�
47 レッドアデニウム 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530－ 21：57．24 33．7�
611 クリノブラックオー �3鹿 56

54 △木幡 育也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 468－121：57．3� 485．4�
814 レッドパルテール 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 440＋101：57．61� 107．8�
11 アイヴィーサ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 510＋ 21：59．6大差 223．1�
815� ソ ー シ ッ ク 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎田記 正規氏 小島 茂之 米 Harold Tillema &
Pamela Tillema 464－ 2 （競走中止） 42．0�
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売 得 金
単勝： 36，714，000円 複勝： 53，810，700円 枠連： 15，687，400円
馬連： 66，402，800円 馬単： 30，283，600円 ワイド： 52，177，100円
3連複： 92，323，400円 3連単： 107，660，200円 計： 455，059，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 190円 � 170円 � 130円 枠 連（3－6） 2，170円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 910円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 18，400円

票 数

単勝票数 計 367140 的中 � 27038（4番人気）
複勝票数 計 538107 的中 � 59604（4番人気）� 75489（3番人気）� 136613（1番人気）
枠連票数 計 156874 的中 （3－6） 5588（8番人気）
馬連票数 計 664028 的中 �� 19613（9番人気）
馬単票数 計 302836 的中 �� 3555（23番人気）
ワイド票数 計 521771 的中 �� 13393（10番人気）�� 36393（3番人気）�� 40152（2番人気）
3連複票数 計 923234 的中 ��� 37414（3番人気）
3連単票数 計1076602 的中 ��� 4240（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．2―50．9―1：03．9―1：16．4―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ポ ル カ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．11．11 東京2着

2016．3．24生 牡3栗 母 マヤノポルカ 母母 モ ガ ミ ヒ メ 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔競走中止〕 ソーシック号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイヴィーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月1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） 2頭 クロヒョウ号・サクラトスカーナ号
（非抽選馬） 1頭 アケル号

第２回 新潟競馬 第１２日



21135 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

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

中央レコード
2：01．8
1：59．6

良
良

33 サ ペ ラ ヴ ィ 牡2鹿 54 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 470± 02：04．4 6．0�

712 トロワシャルム 牡2青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 1．8�
610 アイブランコ 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹井上 勇人氏 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 480＋ 82：04．82� 61．5�

814 ジチュダケテソーロ 牡2鹿 54
53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 494－ 42：05．01� 40．2�
711 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 496＋ 62：05．21� 14．3�
58 ロッソモラーレ 牡2芦 54

52 △木幡 育也 	コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 446± 0 〃 クビ 18．2

11 マ イ ヤ ン 牡2鹿 54 西田雄一郎 IRレーシング 加藤士津八 日高 新井 弘幸 444－ 42：05．3� 178．7�
22 フラッグタワー 牡2青鹿54 北村 宏司 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 440＋182：06．25 33．8�
34 コパノカリブ 牝2栗 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 2 〃 クビ 4．7
813 シゲルビアンカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 396－ 22：06．51� 268．8�
46 クリノテッパン 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 472＋ 4 〃 クビ 131．7�
45 キ リ ゲ リ 牡2栗 54 木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 えりも 寺井 文秀 480－ 42：06．6クビ 123．1�
69 コスモユニック 牡2芦 54 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 498＋162：06．92 96．1�
57 ヴァリアントジョイ 牡2鹿 54 内田 博幸 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 458－ 22：07．32� 34．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，652，600円 複勝： 52，977，000円 枠連： 15，315，200円
馬連： 45，377，100円 馬単： 29，593，100円 ワイド： 34，924，300円
3連複： 64，323，800円 3連単： 105，085，700円 計： 373，248，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 110円 � 740円 枠 連（3－7） 200円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，530円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 32，760円

票 数

単勝票数 計 256526 的中 � 35982（3番人気）
複勝票数 計 529770 的中 � 51488（3番人気）� 312351（1番人気）� 6360（9番人気）
枠連票数 計 153152 的中 （3－7） 56830（1番人気）
馬連票数 計 453771 的中 �� 80971（2番人気）
馬単票数 計 295931 的中 �� 15303（5番人気）
ワイド票数 計 349243 的中 �� 48908（1番人気）�� 2187（30番人気）�� 5654（16番人気）
3連複票数 計 643238 的中 ��� 9133（15番人気）
3連単票数 計1050857 的中 ��� 2325（89番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．7―13．0―12．9―12．4―12．3―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．1―50．1―1：03．0―1：15．4―1：27．7―1：39．7―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
7，10，12（6，5）（4，11）（8，13）（3，2，14）－（1，9）・（7，10，12）－（5，11）（6，4，13，14）（3，8）（1，2）－9

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

勝馬の
紹 介

サ ペ ラ ヴ ィ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．13 福島5着

2017．4．28生 牡2鹿 母 セ ミ ニ ョ ン 母母 ト リ ア ノ ン 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔その他〕 フラッグタワー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

21136 9月1日 晴 稍重 （1新潟2） 第12日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 アペタイザー 牡3鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 510± 01：11．6 3．1�
47 ルンルンバニラ 牝3栗 54 大野 拓弥�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 412＋ 21：11．92 5．9�
59 ボルンタード 牡3鹿 56 石橋 脩西森 功氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 468－ 61：12．0クビ 15．8�
22 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿56 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：12．1� 23．8�
815 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 492－ 41：12．2� 12．3	
11 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 454＋ 21：12．3クビ 23．2

58 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 480－ 61：12．51� 28．4�
610 ウィンズオブゴッド 牡3栗 56 北村 友一髙橋 貴士氏 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 B494＋ 21：12．92� 18．4�
23 イッツザファースト 牡3芦 56 田辺 裕信飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B474－ 21：13．0クビ 5．6
46 アカンダナパワー 牝3鹿 54 丸山 元気聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 444＋ 41：13．21� 16．8�
34 ラスヴェート �3黒鹿56 津村 明秀�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476－ 41：13．52 52．6�
611 アズールスカイ 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 456＋121：13．6クビ 6．3�
712 フェルヴィド 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 川島 正広 506 ―1：13．7� 173．0�

713 ダイレクトフライト 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 01：14．01� 61．9�

814 トミケンミステリオ 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 B452－ 81：14．21� 103．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，366，000円 複勝： 57，407，700円 枠連： 18，021，200円
馬連： 69，169，900円 馬単： 30，661，100円 ワイド： 54，542，000円
3連複： 92，350，100円 3連単： 103，743，400円 計： 463，261，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 320円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 850円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 373660 的中 � 95253（1番人気）
複勝票数 計 574077 的中 � 132865（1番人気）� 87427（2番人気）� 34821（6番人気）
枠連票数 計 180212 的中 （3－4） 24855（1番人気）
馬連票数 計 691699 的中 �� 75120（1番人気）
馬単票数 計 306611 的中 �� 19310（1番人気）
ワイド票数 計 545420 的中 �� 48816（1番人気）�� 15576（8番人気）�� 13403（10番人気）
3連複票数 計 923501 的中 ��� 25582（4番人気）
3連単票数 計1037434 的中 ��� 8982（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．2―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アペタイザー �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．9．30 中山6着

2016．3．22生 牡3鹿 母 シンメイゲイルス 母母 ジャウンティング 9戦1勝 賞金 12，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アポロノワキザシ号



21137 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

715 ロードエクスプレス 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 432 ―1：23．1 6．3�
47 チアチアクラシカ 牝2鹿 54 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 506 ―1：23．73� 6．0�
818 ネバーランド 牡2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 426 ―1：23．91� 110．8�
11 エ ス ト ロ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476 ―1：24．0� 2．0�
713 プ リ マ ジ ア 牡2鹿 54 横山 典弘藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 462 ―1：24．1� 71．8	
36 スピードサウンド 牡2青鹿54 田辺 裕信 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 458 ―1：24．31� 18．9

816 エリナイトニケ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 418 ―1：24．51� 19．0�
714 ショウナンサモン 牡2栗 54 津村 明秀国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 496 ― 〃 クビ 9．1�
35 レジイナアン 牝2青鹿54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478 ―1：24．6� 15．0
48 ネオボーゲン 牡2鹿 54 柴田 大知西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 420 ―1：24．81� 207．2�
510 ファビュラスライン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 424 ―1：25．01� 37．5�
12 サ ク ラ マ ス 牝2芦 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 418 ―1：25．21 162．0�
611 アルヘンルーラー 牝2鹿 54 吉田 豊菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 有限会社

松田牧場 426 ― 〃 クビ 236．8�
612 ロケットムーン 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 北田 剛 394 ―1：25．41� 323．1�

23 ショウナンラクトン 牝2黒鹿54 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 456 ― 〃 クビ 266．0�
59 ピュアハート 牝2鹿 54 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 514 ―1：25．82� 349．5�
817 マインヒロイン 牝2栗 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 432 ― 〃 クビ 366．5�
24 キ ー ナ ッ ツ 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 450 ―1：29．6大差 156．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，734，400円 複勝： 48，471，600円 枠連： 20，437，600円
馬連： 64，901，400円 馬単： 34，885，400円 ワイド： 46，050，300円
3連複： 85，804，500円 3連単： 107，945，900円 計： 457，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 210円 � 1，290円 枠 連（4－7） 1，110円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 530円 �� 4，710円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 30，790円 3 連 単 ��� 157，460円

票 数

単勝票数 計 487344 的中 � 64826（3番人気）
複勝票数 計 484716 的中 � 81745（2番人気）� 65374（3番人気）� 7270（10番人気）
枠連票数 計 204376 的中 （4－7） 14222（5番人気）
馬連票数 計 649014 的中 �� 29744（6番人気）
馬単票数 計 348854 的中 �� 6759（11番人気）
ワイド票数 計 460503 的中 �� 24353（5番人気）�� 2403（36番人気）�� 2066（38番人気）
3連複票数 計 858045 的中 ��� 2090（71番人気）
3連単票数 計1079459 的中 ��� 497（356番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―11．9―12．3―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．2―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエクスプレス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2017．5．9生 牡2鹿 母 クインズラッシュ 母母 ケイアイギャラリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーナッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月1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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イズジョールーラー号・ナンバーフォー号・ピュアフライト号・フロイデンベルク号・ミツカネショコラ号・

メモリアルロード号・ユウホ号

21138 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

817 パラレルキャリア 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 01：34．3 1．9�

715 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 8 〃 クビ 39．0�
510 カンパーニャ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 450＋ 61：34．4クビ 7．2�
816 コトブキスフェール 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 426＋ 41：34．5� 22．7�
11 コスモビックラコグ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：35．03 11．4�
59 シバノテンショウ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹柴 一男氏 菊沢 隆徳 新冠 パカパカ
ファーム 468－ 6 〃 クビ 47．2	

36 スイートウィスパー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 50．6

23 リーピングリーズン 牝3青鹿54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 494－ 4 〃 クビ 24．1�

612 アディクション 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B456＋ 81：35．1� 8．4
713 ベルレガッタ 牝3鹿 54 三浦 皇成山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 444＋ 21：35．84 72．1�
48 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 470＋ 81：35．9クビ 9．2�
12 エンジェルズライン 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430－ 41：36．0� 131．1�
818 エンパワーメント �3鹿 56

55 ☆野中悠太郎吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 436＋101：36．31� 293．2�
24 ショウナンランジュ 牝3芦 54 吉田 豊国本 哲秀氏 奥村 武 登別 青藍牧場 466＋241：36．4� 289．4�
611 ア マ ポ ー ラ 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 B424＋ 2 〃 クビ 102．3�
35 フローラルティアラ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 456± 01：36．61� 504．8�
714 ルナティアーラ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 432－ 41：36．7クビ 71．6�
47 デ ナ ー ダ ー 牡3黒鹿56 石橋 脩小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 512 ―1：37．44 13．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，306，100円 複勝： 63，874，200円 枠連： 20，985，200円
馬連： 76，998，400円 馬単： 36，712，400円 ワイド： 58，311，400円
3連複： 99，431，300円 3連単： 126，335，400円 計： 527，954，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 620円 � 170円 枠 連（7－8） 1，880円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 260円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 7，480円 3 連 単 ��� 39，580円

票 数

単勝票数 計 453061 的中 � 188080（1番人気）
複勝票数 計 638742 的中 � 208520（1番人気）� 15911（9番人気）� 88054（2番人気）
枠連票数 計 209852 的中 （7－8） 8607（6番人気）
馬連票数 計 769984 的中 �� 11792（16番人気）
馬単票数 計 367124 的中 �� 4162（21番人気）
ワイド票数 計 583114 的中 �� 8574（16番人気）�� 67626（1番人気）�� 5293（30番人気）
3連複票数 計 994313 的中 ��� 9958（21番人気）
3連単票数 計1263354 的中 ��� 2314（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．9―46．8―58．8―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラレルキャリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．3．31 中山4着

2016．5．1生 牝3鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 3戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 コスモアイトーン号の騎手木幡巧也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・12番）
〔3走成績による出走制限〕 フローラルティアラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年11月1日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリッパークラス号



21139 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610 ロードストライク 牡3栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 486＋161：52．7 4．2�
713 コンフィデンス 牡5栗 57 C．ルメール 近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 518＋ 4 〃 ハナ 3．4�
47 ダンスメーカー 牡4黒鹿 57

56 ☆武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 480－ 21：53．23 18．1�
11 ユイノチョッパー 牡4黒鹿57 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502＋ 21：53．3� 5．8�
23 モ ン ツ ァ 	4黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 528－ 21：53．4クビ 10．9�
58 ヨクエロマンボ 	6芦 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452－ 61：53．5
 36．4	
712� ベルゲンハーバー 牡3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 456＋ 6 〃 アタマ 15．3

35 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490－ 21：53．71� 31．8�
34 エグジットラック 牡5栗 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 512＋ 41：54．33
 83．0�
46  フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

54 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502± 01：54．51 321．7
59 コングールテソーロ 牡3鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋フアーム 472－ 41：54．82 22．6�

814 チェリートリトン 牡5芦 57
56 ☆野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 482± 01：54．9
 6．4�

611 スプレーモゲレイロ 	6鹿 57
54 ▲小林 凌大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 458＋ 61：55．21
 63．0�
815 フラッグアドミラル 牡5黒鹿57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474＋ 41：55．62
 28．1�
22 キ ュ ア ン 牡3鹿 54 大野 拓弥松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 512＋101：55．7クビ 45．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，371，200円 複勝： 58，416，000円 枠連： 19，769，400円
馬連： 82，423，100円 馬単： 33，971，700円 ワイド： 60，991，900円
3連複： 110，538，500円 3連単： 124，058，400円 計： 529，540，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 190円 � 420円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，760円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 39，850円

票 数

単勝票数 計 393712 的中 � 73479（2番人気）
複勝票数 計 584160 的中 � 88486（4番人気）� 89617（2番人気）� 28917（7番人気）
枠連票数 計 197694 的中 （6－7） 18921（2番人気）
馬連票数 計 824231 的中 �� 55429（1番人気）
馬単票数 計 339717 的中 �� 10272（4番人気）
ワイド票数 計 609919 的中 �� 33374（2番人気）�� 8538（22番人気）�� 11045（14番人気）
3連複票数 計1105385 的中 ��� 9987（22番人気）
3連単票数 計1240584 的中 ��� 2257（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．5―49．8―1：02．3―1：14．2―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードストライク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．4．7 中山4着

2016．2．29生 牡3栗 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 4戦2勝 賞金 13，250，000円
〔制裁〕 フラッグアドミラル号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・1番）

21140 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・左・外）（500万円以下）

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

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

818 メ ッ シ ー ナ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：36．2 1．8�
611 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 岩田 康誠小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 460＋101：36．3� 18．7�
713 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿 52

51 ☆武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 61：36．4� 3．3�

48 � クィーンビー 牝6鹿 55 松若 風馬�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 492＋ 8 〃 ハナ 114．2�
35 レディードリー 牝3青鹿 52

49 ▲藤田菜七子小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 426－ 4 〃 クビ 24．5�
714 カ レ ン 牝5栗 55 江田 照男�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 486－ 61：36．5� 32．1	
59 ショウナンハルラ 牝3鹿 52 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 414－ 21：36．6� 39．8

715 ベルキューティ 牝3黒鹿52 北村 宏司子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 416± 01：36．81 13．3�
612 リリカルドリーム 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 440－ 6 〃 クビ 157．3�
510 ポ リ ア ン サ 牝3栗 52 津村 明秀佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 468± 0 〃 クビ 15．0
816 プレイズラン 牝4栗 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 01：37．01 129．8�
36 � サクラボヌール 牝4栗 55 田辺 裕信�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 476－ 81：37．21
 53．6�
12 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 29．6�
817 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 508＋ 8 〃 アタマ 266．8�
24 モダンテイスト 牝3鹿 52

50 △木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 広田牧場 460＋ 6 〃 アタマ 47．3�
11 � フジジェットレディ 牝4栗 55

52 ▲大塚 海渡�フジレーシング 尾形 和幸 むかわ 桑原牧場 430＋ 81：37．3クビ 303．7�
47 ハ ン ド リ ー 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B444－10 〃 ハナ 216．6�
23 � ザラストキャンディ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 448＋ 31：37．94 303．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，356，700円 複勝： 75，710，100円 枠連： 24，587，600円
馬連： 89，009，000円 馬単： 45，793，600円 ワイド： 61，104，000円
3連複： 125，234，200円 3連単： 177，652，900円 計： 642，448，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（6－8） 1，240円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 420円 �� 170円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 433567 的中 � 190112（1番人気）
複勝票数 計 757101 的中 � 341633（1番人気）� 44103（4番人気）� 142469（2番人気）
枠連票数 計 245876 的中 （6－8） 15271（4番人気）
馬連票数 計 890090 的中 �� 47919（4番人気）
馬単票数 計 457936 的中 �� 19116（5番人気）
ワイド票数 計 611040 的中 �� 32632（3番人気）�� 117726（1番人気）�� 26277（5番人気）
3連複票数 計1252342 的中 ��� 92027（1番人気）
3連単票数 計1776529 的中 ��� 25212（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―13．0―12．8―11．2―10．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．2―50．2―1：03．0―1：14．2―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．2
3 ・（1，6）13（3，4）12（2，8）（11，17）（5，18）（15，14）（9，16）7，10 4 ・（1，6，13）（3，4，12）（2，8，17）（5，11，18）（10，9，15，14）16，7

勝馬の
紹 介

メ ッ シ ー ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2018．10．13 東京3着

2016．4．2生 牝3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 5戦2勝 賞金 17，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アートシュアリー号



21141 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第9競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B462－ 21：10．0 3．2�
814� マラードザレコード 	5青鹿57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B464＋ 4 〃 クビ 3．8�
23 アルーアキャロル 	6栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 504－ 61：10．42
 5．3�
47 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 438－ 61：10．71� 8．8�
46 サンビショップ 	7栗 57 北村 友一�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 468－ 41：10．8� 116．5�
34 シュピールカルテ 牝5青鹿55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B476＋ 41：10．9クビ 19．7

712 トラストロン 牝4黒鹿55 藤田菜七子菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 458＋ 21：11．11� 13．6�
59 サンタナブルー 牡7黒鹿57 M．デムーロ 	YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 472－ 21：11．41� 10．8�
11 タイセイシュラーク 牡4黒鹿57 松若 風馬田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 484＋ 41：11．72 86．5
713 エブリバディ 牡4青 57 木幡 巧也中西 功氏 尾形 和幸 新ひだか 畠山牧場 478－19 〃 ハナ 416．0�
22 キョウワエステル 牝6鹿 55 横山 典弘�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 468－181：12．44 104．6�
815 ナンベーサン 牡6芦 57 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 490± 01：12．61
 81．4�
611 スーパーアキラ 牡4栗 57 田辺 裕信井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 514＋ 81：13．13 37．4�
610 レッドエレノア 牝5青鹿55 丸山 元気 	東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 B536－ 8 〃 アタマ 13．9�
58 ルミナリースピン 	6栗 57 大野 拓弥中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516± 01：13．95 35．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，292，600円 複勝： 69，288，500円 枠連： 23，590，300円
馬連： 118，452，200円 馬単： 45，349，700円 ワイド： 71，043，200円
3連複： 153，388，300円 3連単： 183，009，100円 計： 709，413，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 452926 的中 � 109961（1番人気）
複勝票数 計 692885 的中 � 145802（1番人気）� 125637（2番人気）� 113099（3番人気）
枠連票数 計 235903 的中 （3－8） 30641（1番人気）
馬連票数 計1184522 的中 �� 139114（1番人気）
馬単票数 計 453497 的中 �� 26234（1番人気）
ワイド票数 計 710432 的中 �� 70710（1番人気）�� 59485（2番人気）�� 35827（3番人気）
3連複票数 計1533883 的中 ��� 106934（1番人気）
3連単票数 計1830091 的中 ��� 27626（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．6―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．4
3 ・（14，5）（4，3，8）10（1，15）（6，12）7－13，9（2，11） 4 ・（14，5）（4，3）8（1，10）15（6，12）7－（13，9）－（2，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカグラーテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．4 新潟2着

2014．5．6生 牝5黒鹿 母 グーテデロワ 母母 シ ャ ー パ リ 31戦4勝 賞金 119，084，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エタニティーワルツ号・クリノシャンボール号・ステラルーチェ号・ナイトスプライト号・メイショウミズカゼ号

21142 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 224，000円 64，000円 32，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

55 ウインガナドル 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 468－ 41：47．5 12．6�
33 アストラサンタン 牝4青鹿55 三浦 皇成丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 アタマ 14．7�
810 アルミレーナ 牝5芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452－ 21：47．71� 1．6�
89 アドマイヤシナイ 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 464＋ 2 〃 アタマ 63．8�
11 コ ー カ ス 牡5鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：47．91� 3．4	
44 メルヴィンカズマ 牡5黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 510＋161：48．11
 8．2

22 アーデルワイゼ 牝4青鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B468＋ 61：48．31 42．1�
77 ド ゥ リ ト ル 牡4黒鹿57 武藤 雅大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム B498± 01：48．51
 162．2�
66 ア シ ェ ッ ト 牝4鹿 55 藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 428＋ 21：48．92 45．1
78 ユウチェンジ 牡6黒鹿57 田中 勝春�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B500± 01：51．6大差 87．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，201，200円 複勝： 151，339，300円 枠連： 20，314，600円
馬連： 110，198，700円 馬単： 73，244，600円 ワイド： 60，967，000円
3連複： 150，037，700円 3連単： 378，464，200円 計： 999，767，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 230円 � 230円 � 110円 枠 連（3－5） 8，050円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 15，910円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 430円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 552012 的中 � 34867（4番人気）
複勝票数 計1513393 的中 � 49318（5番人気）� 49664（4番人気）� 1127631（1番人気）
枠連票数 計 203146 的中 （3－5） 1954（16番人気）
馬連票数 計1101987 的中 �� 12469（15番人気）
馬単票数 計 732446 的中 �� 3452（31番人気）
ワイド票数 計 609670 的中 �� 9392（14番人気）�� 37861（5番人気）�� 42511（4番人気）
3連複票数 計1500377 的中 ��� 42310（9番人気）
3連単票数 計3784642 的中 ��� 6676（95番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．4―12．6―12．1―11．0―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．7―49．1―1：01．7―1：13．8―1：24．8―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．7
3 5，3，9，1（8，10）（2，4）6，7 4 5，3，9，1（8，10）（2，4）6，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインガナドル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．8．7 新潟4着

2014．2．28生 牡5黒鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 14戦3勝 賞金 60，313，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔調教再審査〕 ユウチェンジ号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ユウチェンジ号は，最後の直線コースで異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

２レース目



21143 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第55回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，30．9．1以降1．8．25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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

47 ユーキャンスマイル 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：57．5 6．3�

35 ジ ナ ン ボ ー 牡4黒鹿54 M．デムーロ 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 472± 0 〃 クビ 11．1�
36 カ デ ナ 牡5鹿 57 武藤 雅前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 478＋ 41：57．82 14．2�
715 ブラックスピネル 牡6黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B516＋ 61：57．9� 32．0�
24 フ ラ ン ツ 牡4鹿 55 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 41：58．0クビ 8．6	
612� ショウナンバッハ 牡8鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 456－ 2 〃 アタマ 65．3

816 センテリュオ 牝4鹿 53 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：58．21	 9．6�
714 サトノワルキューレ 牝4鹿 54 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 468＋141：58．3
 33．9�
817 ゴールドサーベラス 牡7栗 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 452＋ 61：58．4クビ 73．4
59 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 クビ 3．3�
510 カ ヴ ァ ル 牡4青鹿54 三浦 皇成 �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 500－ 8 〃 ハナ 10．7�
48 クリンチャー 牡5鹿 57．5 田辺 裕信前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 494－ 2 〃 アタマ 35．7�
11 サトノキングダム 牡6鹿 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464－ 21：58．5クビ 16．6�
818� ダッシングブレイズ 牡7栗 56 横山 典弘グリーンフィールズ� 斉藤 崇史 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

510＋ 2 〃 クビ 193．5�
713 ケ ン ト オ ー 牡7黒鹿55 柴田 大知田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 460－121：58．6クビ 385．2�
23 ダイワキャグニー 牡5黒鹿57．5 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502＋ 21：58．92 18．3�
611 クラウンディバイダ �6黒鹿53 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 456－121：59．64 523．2�
12 ア ク ー ト 牡6鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：02．9大差 12．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 288，492，100円 複勝： 389，476，300円 枠連： 194，256，700円 馬連： 931，143，300円 馬単： 326，988，200円
ワイド： 571，181，800円 3連複： 1，742，372，300円 3連単： 2，221，049，600円 5重勝： 522，477，700円 計： 7，187，438，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 400円 � 400円 枠 連（3－4） 2，090円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，710円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 21，230円 3 連 単 ��� 105，090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����� 2，729，360円

票 数

単勝票数 計2884921 的中 � 361131（2番人気）
複勝票数 計3894763 的中 � 454861（2番人気）� 244156（7番人気）� 244111（8番人気）
枠連票数 計1942567 的中 （3－4） 71868（10番人気）
馬連票数 計9311433 的中 �� 157247（16番人気）
馬単票数 計3269882 的中 �� 28993（29番人気）
ワイド票数 計5711818 的中 �� 87569（17番人気）�� 86347（19番人気）�� 52136（40番人気）
3連複票数 計17423723 的中 ��� 61526（82番人気）
3連単票数 計22210496 的中 ��� 15322（372番人気）
5重勝票数 計5224777 的中 ����� 134

ハロンタイム 12．7―10．9―11．3―11．7―12．0―12．5―12．0―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―34．9―46．6―58．6―1：11．1―1：23．1―1：34．4―1：45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡4鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 12戦5勝 賞金 176，902，000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。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤアルバ号・コズミックフォース号・ロードマイウェイ号

21144 9月1日 晴 良 （1新潟2） 第12日 第12競走 ��
��1，000�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 ピ カ ピ カ 牝4鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 504＋ 8 55．5 6．7�
715� エムオールビー 牝3青鹿52 三浦 皇成大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 	橋本牧場 404＋ 4 〃 ハナ 6．7�
818
 セイウンアカマイ 牝4栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

462± 0 55．71 4．8�
817 ウインアイルビータ 牝3栗 52 丸山 元気�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 6 55．8� 4．9�
612 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿55 小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 472± 0 〃 クビ 26．3	
36 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 472＋ 6 〃 アタマ 68．1

510 グラスレガシー 牝4黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B520＋ 8 56．01� 10．6�
713 テンモントム 牡3鹿 54 北村 宏司 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B436－ 2 〃 アタマ 49．3�
59 バカラクイーン 牝3栗 52 藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 478＋ 8 56．1クビ 4．4
47 スカイズザリミット 牝3栗 52 木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 460＋10 56．42 180．0�
35 メガポリゴン 牡5鹿 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 530－ 2 56．5クビ 86．4�
48 � パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿52 木幡 初也辻 高史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 428－10 56．71� 110．2�
12 グラウシュトラール 牡3芦 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 484＋18 〃 ハナ 13．3�
714� キャンディソング 牝4鹿 55 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 464＋ 4 57．02 240．5�
11 スカイポート 牝3鹿 52 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 450＋ 8 〃 アタマ 162．0�
24 � モアナブルー 牝5栗 55 戸崎 圭太平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 476＋10 57．42� 26．1�
611� マイネルシルバリー 牡5芦 57 菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 新ひだか グランド牧場 506－ 6 57．5� 349．7�

（17頭）
23 ファイブフォース 牝5鹿 55 田辺 裕信�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 106，950，200円 複勝： 128，612，900円 枠連： 81，315，400円
馬連： 237，086，900円 馬単： 94，497，900円 ワイド： 155，236，700円
3連複： 360，302，100円 3連単： 458，940，500円 計： 1，622，942，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 230円 � 180円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 950円 �� 670円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 26，830円

票 数

単勝票数 差引計1069502（返還計 21743） 的中 � 126883（4番人気）
複勝票数 差引計1286129（返還計 31575） 的中 � 143589（4番人気）� 139810（5番人気）� 195879（2番人気）
枠連票数 差引計 813154（返還計 2678） 的中 （7－8） 97676（3番人気）
馬連票数 差引計2370869（返還計137402） 的中 �� 59102（14番人気）
馬単票数 差引計 944979（返還計 60439） 的中 �� 12482（24番人気）
ワイド票数 差引計1552367（返還計100932） 的中 �� 41311（12番人気）�� 60577（6番人気）�� 52453（8番人気）
3連複票数 差引計3603021（返還計376715） 的中 ��� 61561（11番人気）
3連単票数 差引計4589405（返還計451058） 的中 ��� 12401（75番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．5―10．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．1―32．6―43．1

上り4F43．7－3F33．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピ カ ピ カ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Danzero デビュー 2017．7．22 福島7着

2015．5．2生 牝4鹿 母 ダンゼロゴールド 母母 Minegold 13戦2勝 賞金 25，090，000円
〔競走除外〕 ファイブフォース号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 3頭 シゲルジルコン号・ドゥモワゼル号・ラインギャラント号
（非抽選馬） 2頭 カワキタロマン号・ブショウ号

５レース目



（1新潟2）第12日 9月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

249，430，000円
2，590，000円
17，960，000円
2，410，000円
29，640，000円
77，886，500円
5，814，400円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
794，424，100円
1，173，452，600円
464，810，300円
1，927，583，500円
802，036，700円
1，252，366，100円
3，131，821，900円
4，179，035，900円
522，477，700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 14，248，008，800円

総入場人員 21，032名 （有料入場人員 18，314名）



令和1年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，123頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，608，190，000円
41，220，000円
247，770，000円
19，630，000円
298，590，000円
881，398，500円
62，109，800円
20，380，800円

勝馬投票券売得金
7，614，849，600円
10，417，860，900円
3，890，193，600円
16，464，218，300円
7，266，847，800円
10，716，178，300円
24，598，426，200円
33，332，603，000円
2，553，886，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 116，855，063，800円

総入場延人員 166，187名 （有料入場延人員 122，953名）
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