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21013 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2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

711 マイネルオフィール 牡7鹿 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 506－ 63：05．0 1．4�

813 ニーマルサンデー 牡5青鹿60 江田 勇亮板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 482＋ 23：06．17 23．1�
710 ソニックセンス 牡5鹿 60 北沢 伸也奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 506－ 43：06．52� 18．7�
56 ロードスター 牡6栗 60 金子 光希ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 43：06．6� 38．6�
45 コウユーホクト 牡4鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 504＋ 23：06．91� 6．4�
44 ハーツフェルト 牝4栗 58 森 一馬林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋ 43：07．0� 44．1	
11 � ストレイライトラン 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 486± 0 〃 ハナ 11．4

57 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 蓑島 靖典西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 482－ 63：07．85 234．2�
68 サトノクロノス 	5青鹿60 上野 翔 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B440± 03：08．12 30．3�
33 ユノディエール 牡5鹿 60 高田 潤ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 460－ 43：09．69 165．6
812 セガールモチンモク 	5栗 60 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 486－ 43：09．7� 17．4�
22 マイネルエスパス 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 524＋ 23：12．6大差 19．5�
69 シゲルサファイア 	3鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492－ 43：17．9大差 156．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，830，500円 複勝： 40，324，600円 枠連： 11，336，000円
馬連： 38，863，300円 馬単： 24，802，300円 ワイド： 29，913，800円
3連複： 69，740，200円 3連単： 100，587，600円 計： 340，398，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 430円 � 290円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 660円 �� 460円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 248305 的中 � 139765（1番人気）
複勝票数 計 403246 的中 � 231038（1番人気）� 10759（8番人気）� 17759（6番人気）
枠連票数 計 113360 的中 （7－8） 15040（2番人気）
馬連票数 計 388633 的中 �� 20977（6番人気）
馬単票数 計 248023 的中 �� 8869（7番人気）
ワイド票数 計 299138 的中 �� 11729（7番人気）�� 17697（3番人気）�� 2849（26番人気）
3連複票数 計 697402 的中 ��� 11257（16番人気）
3連単票数 計1005876 的中 ��� 4807（46番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．1－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡7鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 マイネルオフィール号の騎手平沢健治は，2周目4号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

ソニックセンス号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 マイネルオフィール号は，2周目4号障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。

21014 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2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

812 シティーオブスター 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 496＋161：54．6 4．5�
22 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 B480－141：55．34 3．5�
57 コットンスノー �3芦 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 472－101：55．51� 3．0�
44 フォーアネーム 牝3鹿 54 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 494－ 21：56．13� 9．6�
68 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 田中 勝春松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 472＋101：56．2� 67．7�
711 イデアエルピス 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 504＋ 41：56．3� 70．5	
710 リンガスビャクヤ 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 506＋ 61：56．4� 7．1

56 コ ー ラ ル 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 424± 01：56．82� 28．0�
69 ベルフォルテ 牡3鹿 56 杉原 誠人山口功一郎氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 508－ 21：57．01� 30．4�
11 シントークロヒメ 牝3青鹿54 西田雄一郎中野 辰三氏 石毛 善彦 新ひだか 静内山田牧場 446－ 8 〃 クビ 242．5
33 スポーティブ �3栗 56

55 ☆川又 賢治吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 61：57．42� 16．5�
45 ペイシャジョーダン 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 平取 二風谷ファーム 446－ 21：58．67 117．7�
813 フリータックス 牡3黒鹿56 木幡 初也松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 450－ 42：01．9大差 234．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，283，600円 複勝： 37，384，500円 枠連： 9，992，300円
馬連： 53，002，500円 馬単： 28，523，400円 ワイド： 37，318，700円
3連複： 73，306，300円 3連単： 96，618，700円 計： 364，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（2－8） 1，060円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 282836 的中 � 49573（3番人気）
複勝票数 計 373845 的中 � 46214（3番人気）� 85962（1番人気）� 79242（2番人気）
枠連票数 計 99923 的中 （2－8） 7259（5番人気）
馬連票数 計 530025 的中 �� 38152（3番人気）
馬単票数 計 285234 的中 �� 15601（3番人気）
ワイド票数 計 373187 的中 �� 20647（7番人気）�� 22127（4番人気）�� 45713（1番人気）
3連複票数 計 733063 的中 ��� 47299（3番人気）
3連単票数 計 966187 的中 ��� 10190（13番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．4―13．5―12．3―12．3―12．8―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．9―51．4―1：03．7―1：16．0―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シティーオブスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tapit デビュー 2018．7．1 福島4着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリータックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月28日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ペイシャジョーダン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28日まで平地競走に出走

できない。

第２回 新潟競馬 第２日



21015 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時15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
1：33．4
1：32．3

良
良

33 タイムマシン 牡2鹿 54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434－ 21：35．4 2．7�
78 セイウンパワフル 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472－ 21：35．5� 7．0�
77 � オーロラテソーロ 牡2栗 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 480＋ 21：35．71	 2．9�

55 ミルキーハート 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450＋ 81：35．8� 8．3�

66 アルマカーテナ 牝2鹿 54 石橋 脩コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 猿橋 義昭 434＋ 21：36．12 38．5�
11 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 424＋ 2 〃 アタマ 47．7	
22 クルワールデジール 牝2鹿 54 津村 明秀鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 466± 01：36．52� 40．9

44 コスモテキロ 牡2芦 54

52 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：36．6
 9．3�
89 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 460－ 21：36．7
 45．3
810 ワイルドブリット 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 430－ 21：38．08 33．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，877，600円 複勝： 37，961，300円 枠連： 10，041，200円
馬連： 48，533，700円 馬単： 28，130，400円 ワイド： 37，123，500円
3連複： 65，690，000円 3連単： 107，819，700円 計： 369，177，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（3－7） 250円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 320円 �� 170円 �� 290円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 338776 的中 � 104024（1番人気）
複勝票数 計 379613 的中 � 105130（1番人気）� 45319（3番人気）� 95769（2番人気）
枠連票数 計 100412 的中 （3－7） 31072（1番人気）
馬連票数 計 485337 的中 �� 37450（3番人気）
馬単票数 計 281304 的中 �� 13478（4番人気）
ワイド票数 計 371235 的中 �� 26484（4番人気）�� 65374（1番人気）�� 29570（3番人気）
3連複票数 計 656900 的中 ��� 76639（1番人気）
3連単票数 計1078197 的中 ��� 20230（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．4―12．4―11．4―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．4―1：00．8―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 7，8，1，6（2，4，5）（3，9，10） 4 ・（7，8）（1，6）（2，4，5）（3，9）10

勝馬の
紹 介

タイムマシン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．6．1 東京3着

2017．2．8生 牡2鹿 母 ハッピーパレード 母母 メインスルー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21016 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ナイスプリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 444－ 61：11．4 4．6�
610 セイドアモール 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 486＋14 〃 クビ 1．8�
712 アイアンゾーン 牝3芦 54 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 446＋101：12．35 24．6�
815 モリトローテローゼ 牝3栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 B472＋ 81：12．83 10．4�
59 レディペレグリン 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 468＋20 〃 クビ 26．3�
23 ラ バ ー ブ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也吉田 勝己氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：13．22� 21．7	
611 ゴールドプラネット 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 日高 いとう牧場 480＋ 41：13．51� 27．7

11 アポロノワキザシ 牝3栗 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 466－ 6 〃 クビ 57．4�
34 ウエスタンカッター 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 20．0�
22 ラディーチェ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也犬塚悠治郎氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム B386－ 2 〃 ハナ 71．5
46 クリノベイクイーン 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 大栄牧場 466＋ 41：13．81� 104．9�
814 サニーフラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 422± 01：14．65 116．0�
58 ボンマリアージュ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士今中 俊平氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B458－ 21：14．81 160．8�
713 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿54 和田 竜二国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 460＋ 41：14．9� 9．2�
47 ダ ン カ ー コ 牝3芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 B454＋101：15．0� 84．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，729，800円 複勝： 60，505，800円 枠連： 17，078，500円
馬連： 62，140，900円 馬単： 35，684，700円 ワイド： 50，079，900円
3連複： 93，161，600円 3連単： 131，591，400円 計： 483，972，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 110円 � 260円 枠 連（3－6） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 800円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 337298 的中 � 58175（2番人気）
複勝票数 計 605058 的中 � 98283（2番人気）� 264299（1番人気）� 30351（5番人気）
枠連票数 計 170785 的中 （3－6） 46647（1番人気）
馬連票数 計 621409 的中 �� 143761（1番人気）
馬単票数 計 356847 的中 �� 30022（2番人気）
ワイド票数 計 500799 的中 �� 86920（1番人気）�� 13454（11番人気）�� 23237（4番人気）
3連複票数 計 931616 的中 ��� 49188（3番人気）
3連単票数 計1315914 的中 ��� 16072（10番人気）

ハロンタイム 11．7―11．2―11．3―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．9―34．2―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイスプリンセス �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．9 中山4着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ローズアライヴァル 母母 バ ル バ ラ 7戦1勝 賞金 10，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 ボンマリアージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28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 オスカーティアラ号



21017 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左・外）

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

中央レコード
1：46．6
1：45．6

良
良

712 ドナキアーロ 牝2鹿 54 田辺 裕信山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 454 ―1：48．2 24．8�
58 コウソクスピード 牡2青鹿54 石橋 脩野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 500 ―1：48．41� 7．7�
22 ワスカランテソーロ 牡2栗 54

52 △野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 嶋田牧場 492 ―1：48．5� 54．5�

47 ジ ュ ズ マ ル 牡2鹿 54 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 472 ―1：48．6� 92．6�
814 ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 480 ― 〃 ハナ 63．1�
610 グランスピード 牡2鹿 54 戸崎 圭太ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488 ―1：49．23� 1．8	
713 ボールドベーカ 牡2鹿 54 杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 468 ―1：49．3� 137．1

34 ヴ ィ サ ル ガ 牡2黒鹿54 津村 明秀吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480 ―1：49．4� 41．2�
46 コパノカリブ 牝2栗 54 和田 竜二小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：49．61� 19．1�
815 ピ オ ノ ノ 牡2黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 4．0
11 ス テ ラ ー タ 牝2栗 54 田中 勝春小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 476 ―1：49．92 16．7�
611 レーヌセレスティン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 484 ―1：50．96 111．0�
59 マイネルスタイル 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 476 ― 〃 クビ 78．4�
35 ロジウインド 牡2黒鹿54 丸山 元気久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 504 ―1：51．96 58．6�
23 ホークケプカ 牡2青鹿54 大野 拓弥永見 貴昭氏 土田 稔 新ひだか 伊藤 敏明 458 ―1：53．510 218．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，074，800円 複勝： 48，474，900円 枠連： 13，860，800円
馬連： 64，731，200円 馬単： 35，112，400円 ワイド： 48，654，700円
3連複： 88，552，000円 3連単： 117，558，600円 計： 468，019，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 590円 � 260円 � 1，040円 枠 連（5－7） 4，220円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 12，850円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 6，900円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 43，210円 3 連 単 ��� 331，630円

票 数

単勝票数 計 510748 的中 � 17406（6番人気）
複勝票数 計 484749 的中 � 20397（6番人気）� 56180（3番人気）� 11016（8番人気）
枠連票数 計 138608 的中 （5－7） 2544（14番人気）
馬連票数 計 647312 的中 �� 12709（11番人気）
馬単票数 計 351124 的中 �� 2048（36番人気）
ワイド票数 計 486547 的中 �� 7607（15番人気）�� 1791（52番人気）�� 3540（29番人気）
3連複票数 計 885520 的中 ��� 1537（96番人気）
3連単票数 計1175586 的中 ��� 257（611番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．3―12．8―12．6―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―48．0―1：00．8―1：13．4―1：24．8―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 4，14（12，8）－（5，10）（2，1）（6，13）（3，15）（7，9）11 4 ・（4，14）8，12（5，10）1（2，6）13（3，15）7，9－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドナキアーロ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Purge 初出走

2017．4．27生 牝2鹿 母 ア ン ソ ニ カ 母母 Enabru 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホークケプカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月28日まで平地競走

に出走できない。
※コパノカリブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21018 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05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

713 シ コ ウ 牡2青鹿 54
53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：23．0 7．2�

24 ザ ン セ ツ 牡2栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432 ―1：23．21 26．4�

715 オウケンラブキセキ 牝2鹿 54 M．デムーロ福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472 ―1：23．3� 6．2�
510 コスモアンジュ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 466 ― 〃 クビ 21．1�
816 フ ォ ー テ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480 ―1：23．4クビ 1．7�
59 エリーグランプリ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 432 ―1：23．5� 213．9�
612 マイネルエスペルト 牡2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：23．6� 8．8

714 シゲルカリプソ 牝2青鹿54 吉田 豊森中 蕃氏 粕谷 昌央 新冠 中央牧場 414 ―1：23．7� 207．8�
35 ユーアーマイソウル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482 ―1：23．8クビ 47．3
23 ラ カ ル マ 牝2鹿 54 木幡 初也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 480 ―1：24．01� 55．5�
11 フィジーマジック 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 426 ―1：24．1� 189．2�
36 ラファームソルティ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 442 ―1：24．63 52．4�
611 エコロウィング 牡2栗 54 津村 明秀原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 444 ―1：24．92 98．7�
818 バ ー ナ ム 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信岡牧場 442 ―1：26．17 335．1�
817 グラディウス 牡2黒鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 北田 剛 468 ―1：26．2クビ 169．0�
12 ジェイケイワールド 牡2黒鹿54 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 444 ―1：27．47 133．1�
47 ソ イ チ ー ノ 牡2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 496 ―1：28．14 74．5�
48 イキトウゴウ 牡2青鹿54 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田中 春美 424 ―1：41．6大差 287．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，828，100円 複勝： 45，069，800円 枠連： 18，116，200円
馬連： 60，380，300円 馬単： 32，978，000円 ワイド： 43，115，200円
3連複： 80，973，500円 3連単： 108，476，700円 計： 431，937，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 450円 � 200円 枠 連（2－7） 1，640円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 12，300円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 720円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 73，700円

票 数

単勝票数 計 428281 的中 � 49907（3番人気）
複勝票数 計 450698 的中 � 58026（3番人気）� 21581（6番人気）� 67160（2番人気）
枠連票数 計 181162 的中 （2－7） 8520（6番人気）
馬連票数 計 603803 的中 �� 7378（17番人気）
馬単票数 計 329780 的中 �� 2010（27番人気）
ワイド票数 計 431152 的中 �� 7151（15番人気）�� 16018（8番人気）�� 8316（11番人気）
3連複票数 計 809735 的中 ��� 5664（31番人気）
3連単票数 計1084767 的中 ��� 1067（171番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―12．0―11．9―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．6―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ コ ウ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Authorized 初出走

2017．3．14生 牡2青鹿 母 アンカジャポニカ 母母 Anka Britannia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 フィジーマジック号は，枠入り不良。
〔制裁〕 シコウ号の騎手木幡巧也は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金30，000円。

（被害馬：6番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイケイワールド号・ソイチーノ号・イキトウゴウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和元年8月28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） 5頭 アテザムール号・クンタキンテ号・コパノカリブ号・スターオブフォース号・ランサムトラップ号



21019 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時35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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 ショウナンバビアナ 牝3青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 480－ 21：46．0 6．3�
712 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 452＋ 21：46．1� 3．3�
33 バチェロレッテ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：46．2� 4．7�
610 アーブルルージュ 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 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：46．3� 18．2�

57 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 466－ 61：46．4� 15．2�
11 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 和田 竜二小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：46．5� 12．6	
58 エスコーバタハト 牡3鹿 56 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 490± 01：46．71� 18．8

34 シビックテック 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 430＋ 41：46．91� 17．0�
69 ドリームリッチ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448＋141：47．0� 106．0�
814 ナスノコウラン 牡3鹿 56 戸崎 圭太須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B508± 0 〃 ハナ 12．1�
45 モードフランス 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446－ 81：47．53 15．8�
711 パールヴァイン 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 408＋ 41：47．6クビ 9．4�
813 ゴーアブロード 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496－ 21：47．7� 236．8�
46 ベストデイエヴァー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ローレルレーシング 深山 雅史 青森 ワールドファーム 436－ 81：47．8� 360．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，441，600円 複勝： 61，607，100円 枠連： 21，647，100円
馬連： 90，144，900円 馬単： 35，189，700円 ワイド： 60，107，400円
3連複： 117，957，500円 3連単： 139，586，800円 計： 566，682，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 140円 � 160円 枠 連（2－7） 910円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 440円 �� 610円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 404416 的中 � 50988（3番人気）
複勝票数 計 616071 的中 � 80335（3番人気）� 125068（1番人気）� 94730（2番人気）
枠連票数 計 216471 的中 （2－7） 18248（2番人気）
馬連票数 計 901449 的中 �� 47294（3番人気）
馬単票数 計 351897 的中 �� 9382（6番人気）
ワイド票数 計 601074 的中 �� 35087（2番人気）�� 23904（4番人気）�� 42308（1番人気）
3連複票数 計1179575 的中 ��� 46237（1番人気）
3連単票数 計1395868 的中 ��� 8651（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．9―46．9―58．8―1：10．8―1：22．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバビアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．3．23 中山5着

2016．5．5生 牝3青鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 3戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ベストデイエヴァー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ベストデイエヴァー号は，令和元年7月29日から令和元年8月18日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ベストデイエヴァー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月28日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 ヴァイオエルソル号（疾病〔感冒〕のため）

21020 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 ラ ン パ ク 牡4芦 57
56 ☆川又 賢治一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 494± 01：11．3 5．2�

814 ザベストエバー 牡5黒鹿57 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464± 01：11．4� 40．6�
46 	 ワールドイズマイン 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 450＋ 4 〃 アタマ 5．3�

610	 アースコレクション 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 米
Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

528＋ 81：11．5
 17．2�
22 ゴールドクロス 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 480－ 81：11．6クビ 4．1�
34 ロジギムレット 牡3鹿 54 M．デムーロ久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 ハナ 27．7	
713 レンズフルパワー 牡7鹿 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 518＋ 41：11．7
 93．2

611 サ マ ニ ー �6青鹿 57

56 ☆武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478＋ 81：11．91� 14．2�
712 ワイルドフォックス �5黒鹿57 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 浦河 鳥井 征士 512± 0 〃 ハナ 11．6�
58 マリノオークション 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 482＋ 2 〃 ハナ 13．5
35 オルダージュ 牡3黒鹿54 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 462－ 41：12．21
 5．6�
11 アルチレイロ �5青鹿 57

55 △野中悠太郎髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 462－ 21：12．52 66．2�
23 ニシノフルバンク 牡3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B494－ 61：13．56 33．3�
47 ジェイケイマッチョ �4鹿 57 大野 拓弥小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B480＋ 8 〃 アタマ 22．8�
59 ラブヴィサージュ 牝3栗 52 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458± 01：14．56 97．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，136，100円 複勝： 72，127，100円 枠連： 23，586，600円
馬連： 105，579，800円 馬単： 41，859，400円 ワイド： 77，521，500円
3連複： 151，562，800円 3連単： 164，621，800円 計： 685，995，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 810円 � 210円 枠 連（8－8） 8，280円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 970円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 25，730円 3 連 単 ��� 149，000円

票 数

単勝票数 計 491361 的中 � 74333（2番人気）
複勝票数 計 721271 的中 � 92587（4番人気）� 18564（11番人気）� 101156（2番人気）
枠連票数 計 235866 的中 （8－8） 2207（24番人気）
馬連票数 計1055798 的中 �� 10302（32番人気）
馬単票数 計 418594 的中 �� 2622（51番人気）
ワイド票数 計 775215 的中 �� 8064（31番人気）�� 21367（9番人気）�� 4523（51番人気）
3連複票数 計1515628 的中 ��� 4417（94番人気）
3連単票数 計1646218 的中 ��� 801（530番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン パ ク �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．4．14 中山1着

2015．4．4生 牡4芦 母 ファニーゴールド 母母 プ チ ア ノ 12戦2勝 賞金 23，145，000円
〔制裁〕 マリノオークショ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戒告。（被害馬：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フレンドアリス号



21021 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第9競走 ��
��2，200�

つばめ

燕 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

66 ヴァンクールシルク �5栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 566－ 82：13．5 2．7�
55 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 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 450＋ 2 〃 クビ 4．6�
810 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 448－ 42：14．03 4．4�
44 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B488－ 42：14．63	 23．7�
78 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 田中 勝春西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 450＋ 22：14．91	 75．7	
22 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 436－ 8 〃 クビ 94．1

33 タニノマイカ 牝3黒鹿52 丸山 元気谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 464－ 22：15．32	 8．8�
89 アサクサスポット 牡4鹿 57 武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 アタマ 24．5�
11 ストロングコンビ 牡3鹿 54 柴田 大知西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 470＋ 82：15．4
 130．2
77 グルファクシー 牝3栗 52 大野 拓弥�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 42：16．14 4．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 48，099，700円 複勝： 50，694，700円 枠連： 14，875，100円
馬連： 86，016，900円 馬単： 43，473，400円 ワイド： 54，010，800円
3連複： 110，546，300円 3連単： 198，224，800円 計： 605，941，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 200円 �� 290円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 480997 的中 � 140094（1番人気）
複勝票数 計 506947 的中 � 115282（1番人気）� 85780（4番人気）� 103713（2番人気）
枠連票数 計 148751 的中 （5－6） 19382（2番人気）
馬連票数 計 860169 的中 �� 108901（2番人気）
馬単票数 計 434734 的中 �� 31563（2番人気）
ワイド票数 計 540108 的中 �� 59699（2番人気）�� 74261（1番人気）�� 44017（4番人気）
3連複票数 計1105463 的中 ��� 127471（1番人気）
3連単票数 計1982248 的中 ��� 51720（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―13．1―13．1―12．3―11．5―11．2―11．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―36．3―49．4―1：02．5―1：14．8―1：26．3―1：37．5―1：49．0―2：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F36．0
1
3
3，8－（5，6）（7，10）1（4，9）2・（3，8，6）－（5，10）7－（1，4）（2，9）

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

勝馬の
紹 介

ヴァンクールシルク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2016．7．17 福島5着

2014．4．24生 �5栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 14戦3勝 賞金 35，148，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

21022 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 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

月岡温泉観光協会賞（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

33 スイープセレリタス 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：32．9 1．9�
69 キングリッド 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 456± 01：33．11� 20．9�
712 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 大野 拓弥山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B500－101：33．2	 14．5�
34 ジョーアラビカ 牡5芦 57 和田 竜二上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 508＋ 21：33．3クビ 8．1�
711 コーラルプリンセス 牝5芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 アタマ 49．1�
46 ブレイニーラン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：33．4
 10．6	
45 ハイアーグラウンド �5鹿 57 内田 博幸小村アセットM
 大和田 成 千歳 社台ファーム 500－ 6 〃 アタマ 32．3�
813� ウインハイラント 牡5鹿 57 柴田 大知
ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 458± 0 〃 ハナ 104．8�
22 リリーバレロ 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 5．8
57 サ ン ク ロ ワ 牡6栗 57 木幡 巧也
G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B464－ 81：33．61
 64．8�
58 � エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 M．デムーロ加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 494－ 21：34．34 7．2�
610 ミ ラ ビ リ ア 牝4栗 55 藤田菜七子 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド B472＋ 41：34．4クビ 45．9�
11 クリノヴィクトリア 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 462＋101：34．5	 194．7�

（13頭）
814 プッシュアゲン 牡6栗 57 武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 504＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 77，517，200円 複勝： 90，084，300円 枠連： 30，514，400円
馬連： 143，164，700円 馬単： 66，361，100円 ワイド： 90，750，100円
3連複： 200，390，200円 3連単： 301，210，000円 計： 999，992，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 330円 � 360円 枠 連（3－6） 990円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 700円 �� 720円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 22，500円

票 数

単勝票数 差引計 775172（返還計 1468） 的中 � 313319（1番人気）
複勝票数 差引計 900843（返還計 1641） 的中 � 279989（1番人気）� 53886（6番人気）� 48799（7番人気）
枠連票数 差引計 305144（返還計 263） 的中 （3－6） 23753（6番人気）
馬連票数 差引計1431647（返還計 7763） 的中 �� 68285（5番人気）
馬単票数 差引計 663611（返還計 2876） 的中 �� 22722（7番人気）
ワイド票数 差引計 907501（返還計 4594） 的中 �� 34328（6番人気）�� 33342（7番人気）�� 9582（25番人気）
3連複票数 差引計2003902（返還計 15185） 的中 ��� 23043（22番人気）
3連単票数 差引計3012100（返還計 20266） 的中 ��� 9702（62番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．1―11．9―11．4―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．5―46．4―57．8―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイープセレリタス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．8．25 新潟5着

2016．6．5生 牝3黒鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 6戦3勝 賞金 33，282，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔騎手変更〕 サンクロワ号の騎手島克駿は，第2回小倉競馬第1日第1競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。
〔競走除外〕 プッシュアゲン号は，馬場入場後に疾病〔前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※クリノヴィクトリア号・プッシュアゲン号・ミラビリア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



21023 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第19回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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）

新潟市長賞（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 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

611 ライオンボス 牡4栗 56 田辺 裕信�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 538± 0 55．1 1．9�
23 カッパツハッチ 牝4鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 480＋ 6 55．2	 10．6�
816 オールポッシブル 牝5鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B492－ 2 55．3クビ 26．2�
713 トウショウピスト 牡7鹿 56 大野 拓弥トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B482± 0 〃 クビ 178．0�
510 レジーナフォルテ 牝5黒鹿54 内田 博幸永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 496－ 2 55．4
 10．8	
12 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿55 M．デムーロ宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496－10 55．5
 6．7

47 カイザーメランジェ 牡4鹿 56 江田 照男友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 474＋ 2 〃 クビ 18．4�
817 フェルトベルク 牝5鹿 54 木幡 巧也加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448± 0 〃 ハナ 33．4�
48 レッドラウダ 牡6鹿 56 藤田菜七子 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B516－ 2 55．71� 54．4
612 ラインスピリット 牡8黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 2 55．8クビ 42．7�
818 アルマエルナト �8栗 56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 462－ 6 56．01� 20．4�
715 シベリアンスパーブ 牡10鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510＋ 2 〃 アタマ 213．9�
36 ナインテイルズ 牡8栗 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 482－ 2 〃 クビ 68．8�
59 ミキノドラマー 牡6鹿 56 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 496± 0 〃 同着 15．0�
24 ビップライブリー 牡6栗 56 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468－ 8 56．1クビ 17．3�
714 ブ ロ ワ 牝6黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478± 0 56．2
 208．1�
35 アンフィトリテ 牝4鹿 54 木幡 育也 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 482－ 4 56．62
 55．6�
11 ラブカンプー 牝4黒鹿55 石橋 脩増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 424－18 57．13 43．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 263，015，100円 複勝： 297，604，200円 枠連： 205，747，500円 馬連： 711，568，500円 馬単： 305，133，500円
ワイド： 439，785，300円 3連複： 1，343，068，900円 3連単： 1，904，448，000円 5重勝： 514，204，600円 計： 5，984，575，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 240円 � 440円 枠 連（2－6） 790円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 840円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 27，100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����� 30，070円

票 数

単勝票数 計2630151 的中 � 1071232（1番人気）
複勝票数 計2976042 的中 � 871104（1番人気）� 276947（4番人気）� 124852（9番人気）
枠連票数 計2057475 的中 （2－6） 200926（3番人気）
馬連票数 計7115685 的中 �� 513477（3番人気）
馬単票数 計3051335 的中 �� 170891（2番人気）
ワイド票数 計4397853 的中 �� 292446（1番人気）�� 132743（7番人気）�� 25653（46番人気）
3連複票数 計13430689 的中 ��� 108006（29番人気）
3連単票数 計19044480 的中 ��� 50936（68番人気）
5重勝票数 差引計5142046（返還計 11631） 的中 ����� 11967

ハロンタイム 11．9―10．2―10．5―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．6―43．3

上り4F43．2－3F33．0
勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡4栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 13戦5勝 賞金 93，728，000円
〔騎手変更〕 ライオンボス号の騎手�島克駿は，第2回小倉競馬第1日第1競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プッシュアゲン号

21024 7月28日 曇 良 （1新潟2） 第2日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

814 セイウンオフロード 牡3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B472－ 21：53．0 14．5�
46 ブラックヘイロー 牡3青鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494－ 81：53．21� 2．6�
35 クラウンロマン 牝6芦 55 吉田 豊矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B474＋ 81：53．62� 34．4�
815 アナザークイーン 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B452＋ 21：53．7� 41．3�
610 シゲルヒスイ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 81：53．9� 4．6�
59 ペイシャリサ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 486＋ 81：54．0� 65．6	
22 フラッグアドミラル 牡5黒鹿57 石橋 脩岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 470± 0 〃 ハナ 6．5

712	 ランニングウインド 牡5鹿 57 大野 拓弥島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 20．3�
34 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 482－ 61：54．42 19．1�
713 ハ ツ セ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490＋ 61：54．5� 13．1�
611	 レーヌミラクル 牝6鹿 55 武士沢友治酒井 喜生氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 496＋ 41：54．71� 174．9�
23 	 フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 514＋ 21：55．01� 137．4�
58 アポロモーリアン 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋141：55．63� 128．3�

47 ノ ブ ベ ッ ク 牡3青鹿54 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 高村牧場 488± 01：55．7クビ 12．2�
11 プレステッツァ 牝3鹿 52 江田 照男吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B470＋ 21：56．02 12．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 105，782，700円 複勝： 127，519，900円 枠連： 49，951，500円
馬連： 223，792，600円 馬単： 90，842，100円 ワイド： 166，829，000円
3連複： 342，031，300円 3連単： 475，263，600円 計： 1，582，012，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 410円 � 160円 � 510円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 740円 �� 5，420円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 81，630円

票 数

単勝票数 計1057827 的中 � 58121（7番人気）
複勝票数 計1275199 的中 � 68455（9番人気）� 284192（1番人気）� 53294（10番人気）
枠連票数 計 499515 的中 （4－8） 32549（5番人気）
馬連票数 計2237926 的中 �� 106729（6番人気）
馬単票数 計 908421 的中 �� 14182（16番人気）
ワイド票数 計1668290 的中 �� 60411（7番人気）�� 7586（53番人気）�� 31080（14番人気）
3連複票数 計3420313 的中 ��� 19123（45番人気）
3連単票数 計4752636 的中 ��� 4221（253番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．8―13．2―12．1―12．0―12．8―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．5―50．7―1：02．8―1：14．8―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンオフロード �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．6．24 東京5着

2016．3．21生 牡3鹿 母 ヤマカツカトリーヌ 母母 ハウリングサクセス 11戦2勝 賞金 14，700，000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） 1頭 カイザースクルーン号
（非抽選馬） 2頭 キングスバレイ号・ゴールドパッション号

５レース目



（1新潟2）第2日 7月28日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

231，530，000円
3，890，000円
20，710，000円
1，670，000円
27，440，000円
69，472，500円
5，456，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
798，616，800円
969，358，200円
426，747，200円
1，687，919，300円
768，090，400円
1，135，209，900円
2，736，980，600円
3，846，007，700円
514，204，600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 12，883，134，700円

総入場人員 22，363名 （有料入場人員 ）
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