
21037 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時10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

46 カップッチョ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 438± 01：35．6 34．4�
33 ステラドーロ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 4 〃 ハナ 1．7�
712 ハーモニーマゼラン 牡2鹿 54 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 516＋ 41：35．7� 7．5�
69 キョウエイゴー 牡2黒鹿54 大野 拓弥田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 500＋ 41：35．91� 7．6�
34 ハ ー デ ィ ン 牡2青鹿 54

52 △木幡 育也松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 420＋ 41：36．11 17．0	
711 シ ラ カ バ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 クビ 18．0

22 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 394－ 21：36．41� 26．6�
814 スノージュエリー 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 434－ 4 〃 クビ 26．1�
57 ネバーゴーンアウト 牡2青鹿54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 494＋ 21：37．46 13．8
11 カンタベリーアロマ 牝2鹿 54 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 428＋ 41：37．72 158．6�
610 サウンドサンビーム 牡2黒鹿54 戸崎 圭太増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 464－ 81：37．91� 32．4�
813 マイネルロンド 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 日高 荒井ファーム 452－ 41：38．85 195．3�

45 ソレユケタケコ 牡2芦 54 宮崎 北斗大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 444± 01：38．9クビ 364．1�
（13頭）

58 スカイティアラ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，698，400円 複勝： 64，082，100円 枠連： 13，306，900円
馬連： 57，100，600円 馬単： 30，360，300円 ワイド： 45，046，400円
3連複： 84，191，400円 3連単： 113，130，100円 計： 441，916，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 350円 � 110円 � 170円 枠 連（3－4） 2，330円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，810円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 50，410円

票 数

単勝票数 計 346984 的中 � 8556（10番人気）
複勝票数 計 640821 的中 � 20524（8番人気）� 350947（1番人気）� 57222（3番人気）
枠連票数 計 133069 的中 （3－4） 4424（10番人気）
馬連票数 計 571006 的中 �� 19133（9番人気）
馬単票数 計 303603 的中 �� 3144（22番人気）
ワイド票数 計 450464 的中 �� 14672（8番人気）�� 5794（23番人気）�� 40798（2番人気）
3連複票数 計 841914 的中 ��� 14604（16番人気）
3連単票数 計1131301 的中 ��� 1627（167番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．8―12．5―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―48．5―1：01．0―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カップッチョ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2019．6．29 福島9着

2017．4．26生 牡2鹿 母 ベルグチケット 母母 ベルグストーム 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔出走取消〕 スカイティアラ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ハーディン号の騎手木幡育也は，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：7番）

21038 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4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

68 ジェイケイエース 牡3鹿 56 丸山 元気小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 532＋ 41：53．9 1．8�
710 バイプレーヤー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 474＋ 61：54．53� 18．2�
57 アララトテソーロ 牡3栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 470－ 61：54．82 174．4�
22 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B528＋ 61：55．0� 10．4�
44 ホワイトストーム 牡3芦 56 菅原 隆一西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 480＋161：55．32 11．7�
69 ラインコマンダー 牡3鹿 56 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 448± 0 〃 ハナ 4．8	
33 タッチングムービー 牡3黒鹿56 三浦 皇成 
キャロットファーム 奥村 武 新ひだか 下屋敷牧場 B530＋24 〃 ハナ 14．6�
711 タイキウォレス 牡3芦 56 西田雄一郎
大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470± 0 〃 アタマ 15．1�
56 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム B460－ 51：55．5� 72．6
813 シ ン ソ ク 牡3黒鹿56 嶋田 純次山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 462－ 41：55．71� 93．4�
812 ア ケ ル 牡3黒鹿 56

55 ☆野中悠太郎西森 功氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 466± 01：56．55 13．4�
11 コトブキアゲート 牡3栗 56 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 482± 01：57．35 41．0�
45 ヨコハマダンディー 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹 
高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 藤原牧場 466－ 22：00．1大差 306．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，566，300円 複勝： 49，852，800円 枠連： 13，868，500円
馬連： 52，171，000円 馬単： 27，102，200円 ワイド： 40，965，500円
3連複： 75，064，000円 3連単： 106，001，300円 計： 393，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 2，250円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，400円 �� 13，500円

3 連 複 ��� 32，820円 3 連 単 ��� 85，960円

票 数

単勝票数 計 285663 的中 � 124408（1番人気）
複勝票数 計 498528 的中 � 226242（1番人気）� 26237（5番人気）� 2975（12番人気）
枠連票数 計 138685 的中 （6－7） 22101（2番人気）
馬連票数 計 521710 的中 �� 31867（4番人気）
馬単票数 計 271022 的中 �� 12346（5番人気）
ワイド票数 計 409655 的中 �� 24542（4番人気）�� 2959（32番人気）�� 734（53番人気）
3連複票数 計 750640 的中 ��� 1715（74番人気）
3連単票数 計1060013 的中 ��� 894（231番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．3―14．1―12．8―12．4―13．0―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．5―49．6―1：02．4―1：14．8―1：27．8―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
2－13－1－4（7，8）9，6（5，11）12－10，3・（2，8）（13，11，10）（1，9）（4，7，12）－3－6－5

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイエース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．2．10 東京5着

2016．2．3生 牡3鹿 母 ジェイケイクリス 母母 ジェイケイコマンダ 8戦1勝 賞金 13，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨコハマダンディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月4日まで平

地競走に出走できない。
※タイキウォレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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４日



21039 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時15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

46 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 54
51 ▲藤田菜七子�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 466－ 21：12．4 10．4�

59 シークザトゥルース 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 21：12．5� 13．2�

712 サンダーソニア 牝3栗 54 大野 拓弥�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 486＋101：12．71� 6．1�
47 キアレッツァ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 424± 01：12．8� 10．0�
815 クィーンズウェイ 牝3栗 54 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B452＋101：13．11� 7．2	
610 カーテンジュエル 牝3栗 54 M．デムーロ木村 直人氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 418± 01：13．31� 9．8

35 ホウオウリフレイン 牝3鹿 54 北村 宏司小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 61：13．61� 116．3�
58 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 464－ 61：13．7� 61．0�
814 ホワイトヘブン 牝3芦 54 菅原 隆一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 468＋ 8 〃 クビ 16．5
34 プランタンヴェール 牝3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 500－ 21：13．91� 3．2�
611 チェンマイルージュ 牝3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 466＋101：14．43 7．1�
22 ランランコハク 牝3青鹿54 木幡 巧也�髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 452＋101：15．25 63．3�
713 ガ ウ ナ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大酒井 喜生氏 久保田貴士 浦河 小林 仁 488＋101：15．62� 127．3�
23 オスカーティアラ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 73．5�
11 ハイカラコマチ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 日高 本間牧場 422＋ 41：15．92 273．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，715，300円 複勝： 45，870，600円 枠連： 17，889，300円
馬連： 63，902，400円 馬単： 26，840，800円 ワイド： 47，217，100円
3連複： 89，937，000円 3連単： 96，223，100円 計： 419，595，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 390円 � 400円 � 210円 枠 連（4－5） 2，980円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 14，860円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，030円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 12，090円 3 連 単 ��� 88，410円

票 数

単勝票数 計 317153 的中 � 24301（7番人気）
複勝票数 計 458706 的中 � 28504（7番人気）� 27137（8番人気）� 68540（2番人気）
枠連票数 計 178893 的中 （4－5） 4637（14番人気）
馬連票数 計 639024 的中 �� 6322（32番人気）
馬単票数 計 268408 的中 �� 1354（61番人気）
ワイド票数 計 472171 的中 �� 5187（30番人気）�� 11974（10番人気）�� 9151（18番人気）
3連複票数 計 899370 的中 ��� 5579（46番人気）
3連単票数 計 962231 的中 ��� 789（348番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．9―12．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．8―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ャ ン ダ ナ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．15 中山7着

2016．4．18生 牝3芦 母 アデュラリア 母母 クロッサンドラ 10戦1勝 賞金 8，050，000円
〔制裁〕 ハイカラコマチ号の騎手山田敬士は，向正面での御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：3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 ロジベーカ号

21040 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時45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
1：59．7
1：56．1

良
良

817 シュブリーム 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B464＋ 42：01．6 10．8�
12 ハンターバレー 牡3栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 480－ 62：01．7� 8．4�
23 アメリオラシオン 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 B454－10 〃 クビ 31．1�

715 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 丸山 元気内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 526＋142：01．8� 9．6�

48 シークレットアイズ 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500 ―2：01．9� 3．3�
611 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 404－ 8 〃 クビ 15．4	
24 コマノヴァンドール 牝3鹿 54 M．デムーロ長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 B470－ 22：02．0クビ 7．2

47 プリマコロン 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 472－ 42：02．1� 156．9�
816 ディーププリモ 牡3鹿 56 内田 博幸ライオンレースホース� 伊藤 大士 登別 登別上水牧場 468± 02：02．2� 23．0�
36 ロードブルームーン 	3鹿 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B440－ 2 〃 クビ 205．1
510 ポルトラーノ 	3鹿 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：02．3� 5．6�
612 ブルーザリオン 牡3鹿 56 吉田 隼人小林 哲之氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 436± 02：02．51 39．5�
35 アドマイヤクロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 アタマ 19．8�
818 ミラキュラスパワー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 440－ 22：02．6� 44．8�
11 アドゥシール 牝3黒鹿54 大野 拓弥�大樹ファーム 上原 博之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444－ 22：02．7� 46．2�
713 ス テ リ ー ナ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 46．1�
714 コンステレーション 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 386＋ 42：03．01� 98．1�
59 ショウナンサジン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム B470－ 82：03．21� 50．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，156，100円 複勝： 53，587，000円 枠連： 19，606，500円
馬連： 64，186，800円 馬単： 27，103，500円 ワイド： 53，608，000円
3連複： 95，189，600円 3連単： 99，171，700円 計： 447，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 300円 � 260円 � 760円 枠 連（1－8） 2，040円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 3，970円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 33，590円 3 連 単 ��� 179，740円

票 数

単勝票数 計 351561 的中 � 25957（6番人気）
複勝票数 計 535870 的中 � 47799（6番人気）� 60585（4番人気）� 16105（10番人気）
枠連票数 計 196065 的中 （1－8） 7432（11番人気）
馬連票数 計 641868 的中 �� 12689（16番人気）
馬単票数 計 271035 的中 �� 2362（33番人気）
ワイド票数 計 536080 的中 �� 7963（16番人気）�� 3447（46番人気）�� 4456（39番人気）
3連複票数 計 951896 的中 ��� 2125（110番人気）
3連単票数 計 991717 的中 ��� 400（619番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―13．2―13．3―12．1―12．2―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．3―48．5―1：01．8―1：13．9―1：26．1―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シュブリーム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山10着

2016．3．9生 牡3黒鹿 母 オリヴェット 母母 クロシェットノエル 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ショウナンサジン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サクラトスカーナ号・タイキウォレス号・ラギッド号
（非抽選馬） 1頭 ハードエイム号



21041 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第5競走 ��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

11 ショコラブリアン 牝2栗 54 田辺 裕信木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514 ―1：35．7 6．0�
24 リリーピュアハート 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 432 ―1：36．01� 2．2�
713 セントオブゴールド 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―1：36．21� 4．4�
59 ド ゥ ー ベ 牡2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 9．6�
35 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 468 ―1：36．51� 13．6	
47 ク ロ ス セ ル 牝2鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 508 ―1：36．71� 19．7

815 マスターワーク 牝2鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478 ―1：36．91� 32．7�
816 メイショウカミング 牡2青鹿54 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 460 ―1：37．11� 49．9�
611 セントガブリエル 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 466 ―1：37．42 45．5
36 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 498 ―1：37．93 84．1�

612 チェスナットロール 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 448 ―1：38．22 102．9�

48 フジノホーオー 牡2黒鹿54 西田雄一郎田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 442 ―1：38．3クビ 381．1�
510 コスモスピリット 牡2黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 中野 栄治 浦河 ディアレスト

クラブ 416 ―1：38．93� 214．8�
23 レストレーション 牡2黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 池上 昌和 新冠 石田牧場 486 ―1：39．0� 152．8�
12 ノンリミット 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 登別 登別上水牧場 462 ―1：39．1� 153．5�
714 タイセイプレイヤー 牡2青鹿 54

53 ☆川又 賢治田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 456 ―1：41．9大差 294．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，077，400円 複勝： 47，101，600円 枠連： 14，070，000円
馬連： 64，474，000円 馬単： 32，800，000円 ワイド： 43，768，100円
3連複： 82，318，300円 3連単： 109，148，700円 計： 441，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 250円 �� 480円 �� 220円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 5，330円

票 数

単勝票数 計 480774 的中 � 66325（3番人気）
複勝票数 計 471016 的中 � 67775（3番人気）� 131386（1番人気）� 74000（2番人気）
枠連票数 計 140700 的中 （1－2） 17002（2番人気）
馬連票数 計 644740 的中 �� 74535（2番人気）
馬単票数 計 328000 的中 �� 15829（6番人気）
ワイド票数 計 437681 的中 �� 46900（2番人気）�� 19921（5番人気）�� 54695（1番人気）
3連複票数 計 823183 的中 ��� 66302（1番人気）
3連単票数 計1091487 的中 ��� 14820（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―13．2―12．5―11．3―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．5―49．7―1：02．2―1：13．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラブリアン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Country Reel 初出走

2017．1．31生 牝2栗 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイプレイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月4日まで平地

競走に出走できない。
※ノンリミット号・フジノホーオー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21042 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4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

817 トロワマルス 牝2鹿 54 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 468 ―1：22．9 6．3�
12 シオミチクレバ 牝2鹿 54 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460 ―1：23．22 4．7�
816 スターオブフォース 牡2鹿 54 吉田 豊光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 454 ―1：23．3� 56．4�
612 アテザムール 牝2黒鹿54 石橋 脩寺田 心平氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：23．4� 6．2�
714 シャイニールミナス 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 456 ― 〃 クビ 6．1�
715 サツキオーゴン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 436 ―1：23．5クビ 168．3�
59 マイネルキアロ 牡2芦 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 466 ―1：23．71� 33．4

48 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 468 ―1：24．02 4．8�
47 パ ス カ ル 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 412 ―1：24．1	 82．8�

611 セイレーンズベルン 牝2黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 414 ―1：24．52� 20．0�

36 グレートコート 牡2芦 54
51 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 438 ―1：25．24 67．1�

713 ハワーマハル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 458 ―1：25．51	 280．1�
818 ビ チ ュ リ ス 牝2鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 蛯名 利弘 新冠 ハクツ牧場 428 ― 〃 クビ 271．4�
24 
 デイオブサンダー 牡2栗 54 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 愛

B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

474 ―1：25．81	 13．6�
35 アナザーチャンス 牡2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 432 ― 〃 ハナ 88．7�
11 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 400 ―1：25．9クビ 128．6�
23 クンタキンテ 牡2栗 54 木幡 初也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458 ―1：26．11� 65．8�
510 ロ ー ダ ン テ 牝2鹿 54 柴田 善臣小林 由明氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 444 ―1：26．52� 20．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，263，100円 複勝： 45，483，900円 枠連： 18，198，000円
馬連： 64，735，700円 馬単： 28，617，400円 ワイド： 45，202，500円
3連複： 88，206，800円 3連単： 94，496，100円 計： 421，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 190円 � 950円 枠 連（1－8） 1，240円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，780円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 17，760円 3 連 単 ��� 66，320円

票 数

単勝票数 計 362631 的中 � 47965（5番人気）
複勝票数 計 454839 的中 � 51684（5番人気）� 74455（2番人気）� 9740（10番人気）
枠連票数 計 181980 的中 （1－8） 11306（2番人気）
馬連票数 計 647357 的中 �� 32030（4番人気）
馬単票数 計 286174 的中 �� 7189（8番人気）
ワイド票数 計 452025 的中 �� 19547（6番人気）�� 2969（37番人気）�� 3201（33番人気）
3連複票数 計 882068 的中 ��� 3724（60番人気）
3連単票数 計 944961 的中 ��� 1033（204番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―12．0―12．4―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．1―46．1―58．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワマルス �
�
父 キングズベスト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．3．3生 牝2鹿 母 セ キ シ ョ ウ 母母 ホーネットピアス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サツキオーゴン号の騎手宮崎北斗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ノンリミット号・ビクトリアドリーム号・フジノホーオー号・ラインキャロット号・ルナエクリプス号



21043 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13時35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

814 ゴ ー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 502＋ 61：55．3 10．0�
610� ドーバーテソーロ 牡3黒鹿56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Chadds Ford
Stable, LLC 494＋ 61：55．62 3．1�

813 ゲインスプレマシー �3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：56．02	 3．3�
58 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 B454＋121：56．32 9．8�
33 チェスターコート 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 444＋ 41：56．4
 8．3	
712 ダークロード 牡3黒鹿56 M．デムーロ田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 516± 01：56．82	 6．1

46 � ケープルーウィン 牡3鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Marcella &

Mike Foley 532 ―1：57．43	 18．4�
22 エムティーカイザ 牡3鹿 56 西田雄一郎�門別牧場 加藤士津八 新ひだか 木村 秀則 498± 01：57．93 316．3�
711 マ リ ー 牝3青鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 468－ 61：58．0
 210．1

11 コウジンホウオウ 牡3芦 56 江田 照男加藤 興一氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト
クラブ 470± 01：58．74 95．9�

57 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 502－ 61：58．91� 48．7�
45 インポージング 牡3鹿 56 木幡 巧也 H.H．シェイク・ハムダン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 61：59．11� 31．7�
34 シャドーバンキング 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 512－ 32：00．48 192．9�
69 マヨルカフレイバー 牡3鹿 56 伊藤 工真尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 富田牧場 B484－ 42：01．35 52．3�
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売 得 金
単勝： 35，193，800円 複勝： 48，590，200円 枠連： 17，511，300円
馬連： 79，579，700円 馬単： 33，440，100円 ワイド： 48，033，000円
3連複： 98，164，500円 3連単： 127，975，800円 計： 488，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 200円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 351938 的中 � 27995（6番人気）
複勝票数 計 485902 的中 � 46896（4番人気）� 113658（1番人気）� 100265（2番人気）
枠連票数 計 175113 的中 （6－8） 30794（1番人気）
馬連票数 計 795797 的中 �� 36496（8番人気）
馬単票数 計 334401 的中 �� 5865（17番人気）
ワイド票数 計 480330 的中 �� 21816（6番人気）�� 28195（3番人気）�� 53726（1番人気）
3連複票数 計 981645 的中 ��� 46226（3番人気）
3連単票数 計1279758 的中 ��� 6979（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．3―49．7―1：02．7―1：15．5―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．8
1
3
4，9（3，14）（5，8）（10，11）13－12－（1，6）（2，7）・（4，14）（9，5，8）3（10，13）12，11，6（2，7）－1

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

勝馬の
紹 介

ゴ ー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．1．12 中山4着

2016．5．13生 牡3鹿 母 ベルモントデーンズ 母母 ミスシャーリー 9戦1勝 賞金 11，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドーバンキング号・マヨルカフレイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和

元年9月4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〕 シャドーバンキング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月4日まで平地競走に出走

できない。

21044 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：09．2
1：08．7

重
重

46 サーストンバーラム 牡3栗 54
53 ☆菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 01：11．7 7．6�

610 シルバーストーン 牡5芦 57 丸山 元気峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 500－ 21：12．23 31．6�
712 サトノユニゾン �4鹿 57

56 ☆野中悠太郎 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 494－ 2 〃 アタマ 6．0�
59 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 494± 01：12．3� 86．8�
713� ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 津村 明秀 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470＋ 4 〃 ハナ 103．0�
47 シセイタケル 牡4栗 57 戸崎 圭太猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 464± 01：12．4クビ 6．7	
815 アミュリオン 牡3栗 54 三浦 皇成吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 454± 0 〃 クビ 27．7

11 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 462－ 21：12．5クビ 7．7�
22 シゲルスピネル 牝3栗 52

51 ☆川又 賢治森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 452＋ 6 〃 クビ 29．0�
23 シゲルジルコン 牝3栗 52 江田 照男森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 488＋ 61：12．92	 19．6
35 カッチョエペペ 牝3栗 52 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 452± 01：13．0クビ 11．7�
611 ジーナアイリス 牝3芦 52

49 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：13．1� 2．7�
814� スマイルプリティ 牝5鹿 55

53 △木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 470± 01：13．2クビ 132．4�
58 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444＋ 81：13．3	 340．1�
34 ウインレフィナード 牡3黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 450＋ 81：13．83 26．9�
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売 得 金
単勝： 47，403，000円 複勝： 65，693，300円 枠連： 22，523，700円
馬連： 99，395，200円 馬単： 42，147，000円 ワイド： 68，760，700円
3連複： 136，570，300円 3連単： 162，999，500円 計： 645，492，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 720円 � 210円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，020円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 17，440円 3 連 単 ��� 94，160円

票 数

単勝票数 計 474030 的中 � 49675（4番人気）
複勝票数 計 656933 的中 � 56656（6番人気）� 20139（9番人気）� 93730（3番人気）
枠連票数 計 225237 的中 （4－6） 28461（1番人気）
馬連票数 計 993952 的中 �� 9043（31番人気）
馬単票数 計 421470 的中 �� 2594（47番人気）
ワイド票数 計 687607 的中 �� 6949（32番人気）�� 17921（11番人気）�� 7350（31番人気）
3連複票数 計1365703 的中 ��� 5873（63番人気）
3連単票数 計1629995 的中 ��� 1255（338番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーストンバーラム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2018．10．28 新潟1着

2016．5．14生 牡3栗 母 マツリバヤシ 母母 サウンドカーニバル 7戦2勝 賞金 17，020，000円



21045 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第9競走 ��1，800�
り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 252，000円 72，000円 36，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 ローズテソーロ 牝3青鹿52 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448＋181：47．9 19．7�

78 ドナアトラエンテ 牝3黒鹿52 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 440＋ 21：48．21� 1．6�
11 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 21：48．41� 5．4�
89 エールグリーツ 牝4青 55 田辺 裕信 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 5．6�
33 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＋ 21：48．5� 16．4	
44 チェリーレッド 牝3青鹿52 柴田 善臣佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 452＋ 6 〃 クビ 65．8

66 クラヴィーア 牝3栗 52 M．デムーロ�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋101：48．6クビ 9．3�
55 ロックザボート 牝4鹿 55 野中悠太郎 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B502＋ 81：49．02� 96．0�
810 イルーシヴグレイス 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 420＋141：49．21� 21．7

（9頭）
77 リンフォルツァンド 牝4鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 53，083，600円 複勝： 146，808，100円 枠連： 15，968，000円
馬連： 91，848，200円 馬単： 61，226，200円 ワイド： 54，100，200円
3連複： 104，269，600円 3連単： 274，103，900円 計： 801，407，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 280円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 430円 �� 830円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 24，560円

票 数

単勝票数 差引計 530836（返還計 575） 的中 � 21494（6番人気）
複勝票数 差引計1468081（返還計 238） 的中 � 38112（6番人気）� 1039482（1番人気）� 98192（3番人気）
枠連票数 差引計 159680（返還計 172） 的中 （2－7） 9276（6番人気）
馬連票数 差引計 918482（返還計 2553） 的中 �� 52555（5番人気）
馬単票数 差引計 612262（返還計 1124） 的中 �� 8918（17番人気）
ワイド票数 差引計 541002（返還計 1075） 的中 �� 29734（5番人気）�� 13971（12番人気）�� 85396（1番人気）
3連複票数 差引計1042696（返還計 6042） 的中 ��� 44543（6番人気）
3連単票数 差引計2741039（返還計 12871） 的中 ��� 8089（71番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．4―12．3―12．7―12．1―11．4―10．8―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．6―49．9―1：02．6―1：14．7―1：26．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズテソーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．12．15 中山14着

2016．4．18生 牝3青鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 5戦2勝 賞金 16，752，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔出走取消〕 リンフォルツァンド号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

21046 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第10競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走15時10分 （芝・直線）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

714 サラドリーム 牝4黒鹿55 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 436＋ 8 54．3 4．8�

35 � ヒロイックアゲン 牝5黒鹿55 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 488＋ 6 54．4	 8．8�
816 リンシャンカイホウ 牡4鹿 57 三浦 皇成�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B436± 0 54．61
 19．9�
713 サヤカチャン 牝4鹿 55 吉田 隼人瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 470－ 2 〃 クビ 10．2	
611 ディアサルファー 牝4栗 55 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 484＋ 6 54．7	 65．0

818 ファストアズエバー 牝3芦 52 西田雄一郎 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 454± 0 54．91	 5．1�
612 スノードーナツ 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 492－ 2 〃 ハナ 75．5�
510 ジュリーハーツ 牝4黒鹿55 川島 信二林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 B492＋20 55．0アタマ 86．8
24 � アンインジュリー 牝4栗 55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 478＋18 55．21
 148．8�
817 アイルチャーム 牝3栗 52 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 2 〃 クビ 3．1�
48 ト ン ボ イ 牝4栗 55 戸崎 圭太幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 434＋ 8 55．3クビ 16．9�
36 マリノディアナ 牝4青鹿55 武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 440＋ 6 55．4	 52．4�
59 � ノヴァルーナ 牝5鹿 55 石橋 脩林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋16 55．5	 19．9�
715� リバティーホール 牝10鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460＋10 55．6	 350．5�
12 サウンドドゥイット 牡7鹿 57 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454± 0 55．7	 106．8�
23 ホウオウスクラム 牡4栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 492－ 6 〃 クビ 101．0�
11 � アースミステリー 牡5栗 57 津村 明秀 �グリーンファーム田中 博康 米 Best A Luck

Farm LLC B462－ 6 56．01	 70．4�
47 キョウワヒラリー 牝5鹿 55 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B504＋ 4 56．21
 16．2�
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売 得 金
単勝： 66，904，200円 複勝： 86，500，900円 枠連： 52，042，300円
馬連： 172，762，600円 馬単： 65，791，200円 ワイド： 101，681，300円
3連複： 267，017，900円 3連単： 314，518，200円 計： 1，127，218，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 260円 � 580円 枠 連（3－7） 1，470円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，510円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 14，880円 3 連 単 ��� 70，370円

票 数

単勝票数 計 669042 的中 � 111302（2番人気）
複勝票数 計 865009 的中 � 138316（3番人気）� 89302（4番人気）� 31826（9番人気）
枠連票数 計 520423 的中 （3－7） 27377（6番人気）
馬連票数 計1727626 的中 �� 50679（9番人気）
馬単票数 計 657912 的中 �� 10015（14番人気）
ワイド票数 計1016813 的中 �� 29008（7番人気）�� 17218（15番人気）�� 9724（27番人気）
3連複票数 計2670179 的中 ��� 13455（43番人気）
3連単票数 計3145182 的中 ��� 3240（213番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．4―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．7―32．1―42．8

上り4F42．6－3F32．6
勝馬の
紹 介

サラドリーム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．22 東京6着

2015．4．22生 牝4黒鹿 母 サイレントソニック 母母 ムーンライトガーデンズ 12戦3勝 賞金 38，057，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。

２レース目



21047 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第11競走
ディープインパクト追悼競走

��
��1，800�第11回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

46 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡3白 56 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：51．3 24．0�

610 デルマルーヴル 牡3青鹿56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 490± 0 〃 クビ 3．5�
59 ト イ ガ ー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 544＋ 41：51．4� 29．7�
23 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 丸山 元気 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 486＋101：51．5クビ 16．1�
713 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 518－ 41：51．6� 4．8�
34 ヴァイトブリック 牡3青鹿56 戸崎 圭太 	キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 494＋101：52．24 4．5

712 ロードリバーサル 牡3鹿 56 野中悠太郎 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 486－ 41：52．73 46．7�
58 ハヤブサナンデクン 牡3芦 56 大野 拓弥武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 496＋ 8 〃 クビ 23．1�
22 � ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 56 津村 明秀飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 470＋ 21：52．8クビ 47．8
611 エルモンストロ 牡3鹿 56 三浦 皇成	三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476－ 21：52．9� 9．3�
815 ビルジキール 牡3黒鹿56 内田 博幸玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 486＋ 21：53．21	 12．0�
814 アッシェンプッテル 牝3鹿 54 城戸 義政 	フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 486－ 81：53．3� 20．4�
47 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 国分 恭介佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 498＋ 4 〃 クビ 14．5�
35 � ワシントンテソーロ 牡3黒鹿56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 484－ 61：54．36 118．1�

11 メ ス キ ー タ 牡3鹿 56 森 裕太朗岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 516＋ 51：55．25 282．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 200，760，600円 複勝： 262，604，900円 枠連： 117，331，400円 馬連： 646，315，500円 馬単： 225，495，800円
ワイド： 355，944，900円 3連複： 1，087，288，800円 3連単： 1，414，098，500円 5重勝： 509，933，000円 計： 4，819，773，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 580円 � 160円 � 740円 枠 連（4－6） 1，070円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 7，470円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 33，600円 3 連 単 ��� 279，040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����� 9，647，380円

票 数

単勝票数 計2007606 的中 � 66716（10番人気）
複勝票数 計2626049 的中 � 99123（9番人気）� 590938（1番人気）� 74196（11番人気）
枠連票数 計1173314 的中 （4－6） 84371（4番人気）
馬連票数 計6463155 的中 �� 95933（20番人気）
馬単票数 計2254958 的中 �� 12497（50番人気）
ワイド票数 計3559449 的中 �� 56566（19番人気）�� 11977（71番人気）�� 61189（17番人気）
3連複票数 計10872888 的中 ��� 24269（119番人気）
3連単票数 計14140985 的中 ��� 3674（850番人気）
5重勝票数 計5099330 的中 ����� 37

ハロンタイム 12．4―10．5―11．7―12．5―13．0―12．6―13．2―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―34．6―47．1―1：00．1―1：12．7―1：25．9―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ヤ ッ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京3着

2016．2．10生 牡3白 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 9戦3勝 賞金 61，839，000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） 2頭 ブリッツェンシチー号・リープリングスター号
（非抽選馬） 1頭 フーズサイド号

21048 8月4日 晴 良 （1新潟2） 第4日 第12競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （芝・左・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 エターナルヴィテス 牡3鹿 54 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 476＋ 81：59．8 11．4�
44 モンブランテソーロ 牡3鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 浦河 市川フアーム 480＋ 21：59．9� 2．9�
88 デサフィアンテ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：00．75 4．9�
89 スーパーブレイク 牡5黒鹿 57

56 ☆武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 474＋ 6 〃 アタマ 28．4�
55 サツキワルツ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 458＋142：00．8	 12．5	
33 マイネルベレーロ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 22：01．22� 19．7

11 アピールバイオ 牝5鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 458＋ 22：01．3� 73．9�
22 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B488± 02：01．93� 64．9�
77 ア モ レ ッ タ 牝3鹿 52 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 476＋102：02．0� 2．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 94，421，200円 複勝： 70，860，100円 枠連： 28，009，800円
馬連： 161，616，200円 馬単： 92，024，800円 ワイド： 102，186，500円
3連複： 203，130，600円 3連単： 503，565，500円 計： 1，255，814，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 200円 � 130円 � 160円 枠 連（4－6） 1，570円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 450円 �� 780円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 22，240円

票 数

単勝票数 計 944212 的中 � 65988（4番人気）
複勝票数 計 708601 的中 � 75253（4番人気）� 165905（2番人気）� 111941（3番人気）
枠連票数 計 280098 的中 （4－6） 13764（6番人気）
馬連票数 計1616162 的中 �� 77273（6番人気）
馬単票数 計 920248 的中 �� 15247（16番人気）
ワイド票数 計1021865 的中 �� 57835（5番人気）�� 30827（10番人気）�� 93611（3番人気）
3連複票数 計2031306 的中 ��� 56217（9番人気）
3連単票数 計5035655 的中 ��� 16414（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．8―49．0―1：01．3―1：13．6―1：25．8―1：37．2―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 ・（4，5）－6－（3，9）－1，8，2，7 4 4，5，6（3，9）－1，8（2，7）

勝馬の
紹 介

エターナルヴィテス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．3．28生 牡3鹿 母 テ ツ ム ー ン 母母 シアトルビューティ 8戦2勝 賞金 15，050，000円

５レース目



（1新潟2）第4日 8月4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 173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

227，600，000円
1，290，000円
24，240，000円
1，700，000円
27，110，000円
71，450，500円
4，753，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
712，243，000円
987，035，500円
350，325，700円
1，618，087，900円
692，949，300円
1，006，514，200円
2，411，348，800円
3，415，432，400円
509，933，000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 11，703，869，800円

総入場人員 12，797名 （有料入場人員 10，610名）
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