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21061 8月11日 曇 良 （25新潟2）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

45 コスモドーム 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 460－101：10．0 3．7�
46 ウインネオルーラー 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 466－ 2 〃 クビ 8．3�
57 マンハッタンヘンジ 牡2黒鹿54 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 484－ 21：10．1クビ 6．2�
813 アローズグリーム 牡2鹿 54 田中 勝春門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 504＋ 8 〃 ハナ 3．0�
814 トップアドバンス 牡2鹿 54 吉田 豊柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454＋ 2 〃 クビ 13．4	
712 コ ア ク マ 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 404－ 21：10．52� 9．0

610 エ ー ス ワ ン 牡2鹿 54 江田 照男榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 468－ 21：10．6� 11．9�
34 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿54 宮崎 北斗小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 444＋ 61：10．81� 107．8�
69 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438＋ 61：11．01	 173．9
58 トマトリコピン 牝2青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 手塚 貴久 洞爺湖 レイクヴィラファーム 478＋ 81：11．31� 41．3�
33 ウ ラ ウ ラ 牡2鹿 54 田辺 裕信中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 浦河育成牧場 462＋ 41：11．62 33．3�
711 コスモレグノ 牡2黒鹿54 高倉 稜岡田 繁幸氏 清水 美波 浦河 山田牧場 482－ 21：12．45 279．4�
11 コスモリトライ 牡2鹿 54 大野 拓弥岡田 繁幸氏 金成 貴史 日高 ナカノファーム 466＋ 41：12．61	 231．7�
22 ミヤギユニヴァース 牝2鹿 54 木幡 初広菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 438＋ 4 （競走中止） 74．7�
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売 得 金
単勝： 18，755，200円 複勝： 33，382，200円 枠連： 12，202，600円
馬連： 44，089，100円 馬単： 29，108，000円 ワイド： 21，271，400円
3連複： 58，131，700円 3連単： 95，651，400円 計： 312，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 260円 � 200円 枠 連（4－4） 1，600円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 450円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 187552 的中 � 41029（2番人気）
複勝票数 計 333822 的中 � 67044（2番人気）� 29935（5番人気）� 43774（3番人気）
枠連票数 計 122026 的中 （4－4） 5658（8番人気）
馬連票数 計 440891 的中 �� 22906（5番人気）
馬単票数 計 291080 的中 �� 9067（8番人気）
ワイド票数 計 212714 的中 �� 11767（4番人気）�� 12137（3番人気）�� 5972（12番人気）
3連複票数 計 581317 的中 ��� 19044（6番人気）
3連単票数 計 956514 的中 ��� 6286（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 ・（7，10）13（3，8）（2，14）6（5，12）9＝4，1－11 4 ・（7，10，13）3（8，14）（2，6）（5，12）9＝4＝1，11

勝馬の
紹 介

コスモドーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2013．6．1 東京4着

2011．3．17生 牡2鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走中止〕 ミヤギユニヴァース号は，競走中に疾病〔左肩甲骨々折〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
〔制裁〕 アローズグリーム号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 トマトリコピン号は，決勝線手前で，転倒した「ミヤギユニヴァース」号に触れてつまずき，騎手がバランスをくずしたため入

線後に落馬。

21062 8月11日 曇 良 （25新潟2）第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

816 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 21：22．1 2．6�

715 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 4．4�
510 カフェブリリアント 牝3栗 54 福永 祐一西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 8 〃 ハナ 3．5�
612 クラウンストラーダ 牡3黒鹿56 酒井 学�クラウン 菊川 正達 安平 吉田牧場 484＋121：22．2クビ 18．2�
12 カネトシエスプリ 牡3黒鹿 56

55 ☆嶋田 純次兼松 利男氏 水野 貴広 日高 森永牧場 442＋ 21：22．3� 54．5�
59 カシノサトラップ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 B486± 01：22．51� 30．4	
11 キッズラルナ 牡3黒鹿56 田辺 裕信瀬谷 
雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 452－ 21：22．6� 15．2�
611 ウチケンジェーニオ 牡3栗 56 戸崎 圭太内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 442＋ 2 〃 アタマ 21．9�
713 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 江田 照男永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 468± 01：22．7� 226．8
47 ネオヴィヴィアン 牝3青鹿54 松山 弘平小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋121：22．91	 69．0�
23 ジーガーガーネット 牡3栗 56 西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 422－ 41：23．0� 171．7�
817 ブリーズギフト 牝3黒鹿54 大野 拓弥飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 454＋141：23．21 97．7�
714 ダイワフレーム 牝3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 390－12 〃 ハナ 68．1�
818 ネオドラゴン 牡3黒鹿56 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 444＋ 2 〃 アタマ 27．9�
36 クリノエルブルース 牡3芦 56

54 △杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 464＋ 81：23．3� 27．8�
24 ハイスタージェット 牝3栗 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 428 ―1：23．4� 253．1�
35 アクアライナー 牝3黒鹿54 松岡 正海伊藤 貴憲氏 和田 正道 新冠 小泉牧場 430＋ 41：23．93 143．2�
48 エアブルーノ 牡3鹿 56 高倉 稜 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム 470 ―1：24．22 295．9�
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売 得 金
単勝： 21，324，800円 複勝： 34，437，700円 枠連： 13，787，600円
馬連： 46，812，300円 馬単： 31，134，500円 ワイド： 23，810，700円
3連複： 63，215，500円 3連単： 101，157，700円 計： 335，680，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 213248 的中 � 65547（1番人気）
複勝票数 計 344377 的中 � 85862（1番人気）� 62361（2番人気）� 56145（3番人気）
枠連票数 計 137876 的中 （7－8） 17320（2番人気）
馬連票数 計 468123 的中 �� 60812（1番人気）
馬単票数 計 311345 的中 �� 19791（2番人気）
ワイド票数 計 238107 的中 �� 24838（2番人気）�� 24868（1番人気）�� 16882（3番人気）
3連複票数 計 632155 的中 ��� 63644（1番人気）
3連単票数 計1011577 的中 ��� 20261（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―11．7―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．8―46．5―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンダイチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2012．8．11 新潟6着

2010．1．30生 牡3鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 9戦1勝 賞金 12，840，000円
〔騎手変更〕 ブリーズギフト号の騎手長岡禎仁は，第1競走での入線後の落馬負傷のため大野拓弥に変更。

ネオドラゴン号の騎手木幡初広は，第1競走での落馬による検査のため蛯名正義に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイワモンド号
（非抽選馬） 5頭 クルトメッシュ号・サクラカレン号・デルマコナキジジ号・ブラザーウインド号・ペリドットムーン号

第２回 新潟競馬 第６日



21063 8月11日 曇 良 （25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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 エ ル マ ン ボ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534± 01：54．7 1．3�
46 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 8 〃 クビ 7．9�
23 ウインチェイサー 牡3青鹿56 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B514＋ 21：55．55 23．0�
59 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸澤田 昭紀氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 474－ 41：55．82 31．1�
611 スウィートアゲン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 484－ 61：55．9クビ 15．8	
22 アーリーボーイ 牡3鹿 56 西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 498＋ 41：56．75 39．8

712 ヒエラポリス 牝3芦 54 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 524± 01：56．8� 12．9�
713 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 420± 01：57．54 89．1�
47 ワンショット 牡3鹿 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 474＋ 81：57．81� 289．5
815 ガイディングライト 牡3鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494＋ 81：58．01 45．8�
58 ヴァンダリア 牡3芦 56 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 矢野牧場 538＋ 81：58．1� 226．5�
11 トキノアイチヨ 牝3鹿 54 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 494－ 21：58．2� 72．8�
34 ベロセットレコード 牡3鹿 56 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484－ 21：58．83� 423．9�
814 ト キ ン 牡3栗 56 五十嵐雄祐鹽田 久義氏 浅野洋一郎 日高 西山牧場 488 ―1：59．75 285．0�
35 ボールドカーナ 牡3青鹿56 西田雄一郎増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 B456－102：06．7大差 110．4�
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売 得 金
単勝： 27，697，900円 複勝： 72，855，500円 枠連： 12，409，300円
馬連： 40，070，000円 馬単： 45，830，500円 ワイド： 23，176，700円
3連複： 53，616，300円 3連単： 145，073，900円 計： 420，730，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 280円 枠 連（4－6） 340円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 276979 的中 � 181066（1番人気）
複勝票数 計 728555 的中 � 518343（1番人気）� 61680（2番人気）� 21559（5番人気）
枠連票数 計 124093 的中 （4－6） 27498（1番人気）
馬連票数 計 400700 的中 �� 77581（1番人気）
馬単票数 計 458305 的中 �� 71439（1番人気）
ワイド票数 計 231767 的中 �� 34563（1番人気）�� 13218（4番人気）�� 9439（6番人気）
3連複票数 計 536163 的中 ��� 31351（3番人気）
3連単票数 計1450739 的中 ��� 38676（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．8―50．2―1：03．4―1：16．3―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

エ ル マ ン ボ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．7．20 福島2着

2010．2．5生 牡3青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 2戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 スウィートアゲン号の騎手長岡禎仁は，第1競走での入線後の落馬負傷のため嘉藤貴行に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボールドカーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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 アマカケル号・クリノグランデ号・ノーブルシャトル号

21064 8月11日 曇 良 （25新潟2）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

12 メロディフェア 牝3青鹿54 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 442－ 42：02．7 8．5�
35 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 戸崎 圭太難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458＋ 22：02．8� 15．8�
23 ミッキータイム 牡3鹿 56 内田 博幸野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：02．9� 5．4�
510 マンボジャンボ 牡3芦 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 560－ 42：03．0� 35．7�
24 ポンデザムール 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 496＋ 4 〃 クビ 29．3�
11 レアパルファム 牝3芦 54 江田 照男森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 468＋ 22：03．1� 17．8�
818 マイネルゼータ 牡3青鹿56 蛯名 正義 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 470± 0 〃 アタマ 3．3

36 コーラルタワー 牡3黒鹿56 福永 祐一田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 436－ 22：03．2クビ 18．1�
817 ダイワフォース 牡3黒鹿56 大庭 和弥大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 438± 02：03．41� 35．7�
612 フェートグランド 牡3鹿 56 横山 典弘 社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 ハナ 13．5�
715 スイートジグ 牝3黒鹿54 木幡 初広シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 510－142：03．5� 36．6�
47 ヤマニングランバル 牡3栗 56

53 ▲原田 和真土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 426＋ 6 〃 クビ 561．9�
48 ティアップビクター 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 442－ 62：03．71� 39．2�
59 スペシャルリッチ 牡3青鹿56 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 508－ 42：03．91� 5．4�
714 レッドレイラ 牝3鹿 54 北村 宏司 	東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 442－16 〃 クビ 16．3�
713 ノアミラクル 牡3鹿 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 480＋122：04．0� 129．6�
816 タケデンアルプス 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 498＋102：04．95 438．4�
611 リズミックスター 牝3鹿 54 武士沢友治小林 久義氏 中川 公成 池田 新田牧場 468－122：08．8大差 378．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，529，700円 複勝： 40，341，400円 枠連： 18，197，900円
馬連： 52，328，500円 馬単： 30，958，200円 ワイド： 25，545，200円
3連複： 71，710，800円 3連単： 111，358，900円 計： 372，970，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 250円 � 400円 � 190円 枠 連（1－3） 1，570円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 10，470円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 830円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 66，280円

票 数

単勝票数 計 225297 的中 � 20952（4番人気）
複勝票数 計 403414 的中 � 42409（4番人気）� 22902（5番人気）� 65262（2番人気）
枠連票数 計 181979 的中 （1－3） 8600（9番人気）
馬連票数 計 523285 的中 �� 6255（28番人気）
馬単票数 計 309582 的中 �� 2184（43番人気）
ワイド票数 計 255452 的中 �� 2983（25番人気）�� 7863（5番人気）�� 4167（16番人気）
3連複票数 計 717108 的中 ��� 5518（27番人気）
3連単票数 計1113589 的中 ��� 1240（187番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―13．1―12．3―12．3―11．9―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．4―49．5―1：01．8―1：14．1―1：26．0―1：38．0―1：50．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メロディフェア �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．4．6 福島2着

2010．3．11生 牝3青鹿 母 ミスティックラヴ 母母 カ ル ニ オ ラ 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 ミッキータイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メロディフェア号の騎手柴田善臣は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：12番・16番・17

番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リズミックスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月11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。
（非抽選馬） 4頭 アサクサゴールド号・ウルフキングボーイ号・サクラメガフレア号・シンセラメンテ号



21065 8月11日 曇 良 （25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）

牝，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
1：33．5
1：33．1

良
良

715 フォーエバーモア 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454 ―1：37．1 7．4�
35 パ ラ ド ー ロ 牝2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 418 ―1：37．41� 24．7�
612 ミルキースマイル 牝2青鹿54 柴田 善臣青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494 ―1：37．5� 11．3�
23 コスモラパン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 418 ―1：37．6� 16．0�
59 セレナビアンカ 牝2鹿 54 田中 勝春島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．91� 17．0�
510 マイネオーラム 牝2鹿 54 武士沢友治 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 460 ―1：38．11 18．5

817 エスティリリー 牝2黒鹿54 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 496 ― 〃 ハナ 35．7�
48 サンタレジーナ 牝2栗 54 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 470 ―1：38．31� 17．1
818 クイーンズシアター 牝2鹿 54 横山 典弘 	グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 446 ―1：38．4� 2．0�
12 ラフェットデメール 牝2黒鹿54 吉田 豊大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 438 ― 〃 アタマ 25．6�
714 スガノメロディ 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂菅原 秀仁氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 432 ― 〃 ハナ 244．0�
24 アメノウズメ 牝2鹿 54 松山 弘平 	ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 434 ― 〃 クビ 98．3�
47 ハナズチューリップ 牝2黒鹿54 松岡 正海M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 木戸口 昌治 468 ―1：38．5クビ 11．9�
11 ハシルヨアカルク 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人田中 幹雄氏 清水 美波 新ひだか ダイイチ牧場 370 ―1：38．71 75．3�
611 トゥーレドゥー 牝2鹿 54 江田 照男 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 442 ―1：39．12� 35．1�
816 ウエスタンアモーレ 牝2青鹿54 高倉 稜西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか ウエスタンファーム 410 ―1：39．2� 42．3�
36 デルマシズカチャン 牝2栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 480 ―1：40．15 116．2�
713 ヴァイスヴァーサ 牝2栗 54 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 434 ― （競走中止） 78．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，055，400円 複勝： 39，222，600円 枠連： 20，304，300円
馬連： 54，388，400円 馬単： 35，516，400円 ワイド： 27，056，900円
3連複： 68，060，600円 3連単： 108，928，900円 計： 380，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 720円 � 290円 枠 連（3－7） 7，110円

馬 連 �� 9，480円 馬 単 �� 19，000円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，120円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 23，090円 3 連 単 ��� 157，630円

票 数

単勝票数 計 270554 的中 � 29179（2番人気）
複勝票数 計 392226 的中 � 44318（2番人気）� 12413（10番人気）� 37723（3番人気）
枠連票数 計 203043 的中 （3－7） 2108（27番人気）
馬連票数 計 543884 的中 �� 4237（37番人気）
馬単票数 計 355164 的中 �� 1380（63番人気）
ワイド票数 計 270569 的中 �� 2892（29番人気）�� 6101（9番人気）�� 2292（37番人気）
3連複票数 計 680606 的中 ��� 2176（74番人気）
3連単票数 計1089289 的中 ��� 510（467番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―13．6―12．9―11．3―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．8―50．4―1：03．3―1：14．6―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーエバーモア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Pentelicus 初出走

2011．2．6生 牝2栗 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヴァイスヴァーサ号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 ヴァイスヴァーサ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キュリオスティー号・ナンヨーコトネ号

21066 8月11日 晴 良 （25新潟2）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

59 ルミナスパレード 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460 ―1：23．3 1．9�
23 ラストシャングリラ 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 450 ― 〃 クビ 80．1�
816 ファンファーレ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 468 ―1：23．4クビ 12．0�
47 ダンディーライアン 牡2鹿 54 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 496 ―1：23．5� 13．4�
817 メドウヒルズ 牡2栗 54 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 468 ―1：23．6� 5．4	
36 イ ト ハ ユ リ 牝2芦 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：23．7� 25．6

12 カネトシメティス 牝2栗 54 松山 弘平兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 470 ―1：24．97 13．6�
35 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 464 ― 〃 クビ 54．7�
11 ブックマークレット 牡2鹿 54 武士沢友治島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 486 ―1：25．43 114．2
24 サ マ ー ラ ヴ 牡2黒鹿54 高倉 稜�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 446 ―1：25．5� 168．3�
815 カンスタントリー 牡2鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 484 ― 〃 ハナ 25．2�
611 アンジュシュエット 牝2黒鹿54 内田 博幸有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 476 ―1：25．92� 46．8�
612 マ サ マ サ 牡2鹿 54

53 ☆嶋田 純次中村 祐子氏 伊藤 正徳 新ひだか ケイアイファーム 422 ― 〃 アタマ 105．0�
714 コスモフリガ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム 402 ― 〃 アタマ 148．0�
48 レインボーヒロイン 牝2鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 日高 賀張中川牧場 442 ―1：26．32� 284．0�
713 サ ノ オ ウ 牡2栗 54 戸崎 圭太ビジョンサラブレッドクラブ 菊川 正達 浦河 江谷 重雄 474 ―1：26．72� 7．6�
510 ト ロ ン バ 牡2栗 54 蛯名 正義門野 重雄氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：30．6大差 69．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 25，514，300円 複勝： 33，250，500円 枠連： 19，262，500円
馬連： 48，692，600円 馬単： 35，323，300円 ワイド： 23，062，600円
3連複： 59，126，600円 3連単： 104，503，800円 計： 348，736，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 1，430円 � 270円 枠 連（2－5） 4，760円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 560円 �� 10，290円

3 連 複 ��� 25，100円 3 連 単 ��� 120，320円

票 数

単勝票数 計 255143 的中 � 107803（1番人気）
複勝票数 計 332505 的中 � 102702（1番人気）� 4010（12番人気）� 28851（4番人気）
枠連票数 計 192625 的中 （2－5） 2992（16番人気）
馬連票数 計 486926 的中 �� 4679（24番人気）
馬単票数 計 353233 的中 �� 2532（33番人気）
ワイド票数 計 230626 的中 �� 2347（24番人気）�� 11111（4番人気）�� 522（67番人気）
3連複票数 計 591266 的中 ��� 1739（67番人気）
3連単票数 計1045038 的中 ��� 641（323番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―11．9―12．0―11．8―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（2，3）5（16，6）（7，9，17）－1，15－4＝（11，13）14，12－8＝10 4 ・（2，3）5（16，6）（9，17）7－1－15－4－11，13（12，14）－8＝10

勝馬の
紹 介

ルミナスパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2011．3．11生 牝2黒鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トロンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11日まで平地競走に出

走できない。



21067 8月11日 晴 良 （25新潟2）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ランドクイーン 牝3栗 52 吉田 豊山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 482－ 21：11．2 13．3�

59 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 434＋ 81：11．62� 51．3�
23 ミラクルピッチ 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 448－ 41：11．7クビ 17．0�
713 デリケートアーチ 牝4栃栗55 高倉 稜 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B468＋ 8 〃 ハナ 76．9�
611 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 21：11．8� 8．0	
22 デルマネコムスメ 牝3栗 52 内田 博幸浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452＋ 81：11．9� 3．3

35 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 蛯名 正義トウショウ産業� 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 444＋ 21：12．0クビ 4．7�
58 アイネクライネ 牝3芦 52 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 470＋161：12．31� 70．5�
814 ベルストーリー 牝4鹿 55 松岡 正海髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 514－ 2 〃 クビ 46．7
47 サクセスセレーネ 牝4黒鹿55 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 21：12．4� 12．1�
815 ダイワプロシード 牝3栗 52 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452－ 21：12．5� 61．5�
34 ピースオブアイ 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 482＋12 〃 クビ 19．2�
11 ラブリースター 牝4栃栗55 戸崎 圭太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 466－ 41：12．6� 4．4�
712 ミ チ シ ル ベ 牝4鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 450＋ 61：13．34 44．6�
46 サ ラ フ ァ ン 牝4栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 482＋ 41：13．83 66．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，113，400円 複勝： 49，430，700円 枠連： 19，748，000円
馬連： 66，867，800円 馬単： 37，961，800円 ワイド： 33，290，700円
3連複： 82，147，500円 3連単： 132，589，600円 計： 450，149，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 490円 � 1，340円 � 510円 枠 連（5－6） 5，160円

馬 連 �� 23，870円 馬 単 �� 41，510円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 3，850円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 103，110円 3 連 単 ��� 540，620円

票 数

単勝票数 計 281134 的中 � 16770（6番人気）
複勝票数 計 494307 的中 � 28053（6番人気）� 9034（11番人気）� 26530（7番人気）
枠連票数 計 197480 的中 （5－6） 2828（22番人気）
馬連票数 計 668678 的中 �� 2068（54番人気）
馬単票数 計 379618 的中 �� 675（103番人気）
ワイド票数 計 332907 的中 �� 1976（45番人気）�� 2135（42番人気）�� 1222（62番人気）
3連複票数 計 821475 的中 ��� 588（214番人気）
3連単票数 計1325896 的中 ��� 181（1121番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．6―12．5―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―34．7―47．2―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．5
3 10（8，9）3（5，7，12，13）（1，4，6，11）2，14，15 4 10（8，9）3（5，7，12，13）（1，4，6，11）（14，2）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ランドクイーン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．28 新潟2着

2010．4．3生 牝3栗 母 クライインシンパシ 母母 クライングフォーモア 4戦2勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アトキリナ号

21068 8月11日 晴 良 （25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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 スギノハルバード 牡3鹿 54 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 470＋ 81：53．6 2．0�
815 ファイブタブレット 牡3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 484－ 21：53．81� 5．6�
11 ゴールデンアタック 牡5栗 57 田中 勝春�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 488± 01：54．01� 17．5�
712 サトノレオパード �4鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－ 41：54．1� 4．5�
34 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 526＋ 4 〃 クビ 16．8	
46 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 476－ 41：54．2クビ 9．1

611 アサクサニッポン 牡4青 57 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 61：54．51	 60．6�
47 シシリアンルージュ 牝4栗 55 柴田 大知�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458＋ 2 〃 クビ 377．9�
814 スリープレシャス 牡5青 57

55 △杉原 誠人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 21：54．81	 140．3
59 グランデアリュール 牡3鹿 54 福永 祐一吉野 弘司氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494＋141：54．9クビ 20．3�
22 モ ネ ロ 牡4鹿 57 松岡 正海上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 浦新 徳司 B460－ 21：55．53� 97．9�
35 チェルカトローバ 牝6鹿 55 武士沢友治近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B442－101：55．92� 164．0�
610 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 492＋ 41：56．0	 79．5�
23 ソレイユアルダン 牝4芦 55 西田雄一郎阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 508± 01：56．21� 213．3�
58 
 ネオザタイタン 牡5芦 57 松山 弘平小林 仁幸氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B550＋ 61：57．15 199．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，171，700円 複勝： 43，374，500円 枠連： 20，066，000円
馬連： 69，189，100円 馬単： 45，231，500円 ワイド： 30，991，800円
3連複： 79，683，800円 3連単： 148，557，100円 計： 469，265，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 320円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 320円 �� 590円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 321717 的中 � 132013（1番人気）
複勝票数 計 433745 的中 � 140595（1番人気）� 58356（3番人気）� 24465（7番人気）
枠連票数 計 200660 的中 （7－8） 32912（1番人気）
馬連票数 計 691891 的中 �� 79087（2番人気）
馬単票数 計 452315 的中 �� 35346（2番人気）
ワイド票数 計 309918 的中 �� 26547（2番人気）�� 12676（6番人気）�� 7759（13番人気）
3連複票数 計 796838 的中 ��� 20248（11番人気）
3連単票数 計1485571 的中 ��� 11509（26番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．0―13．3―12．0―12．2―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．9―51．2―1：03．2―1：15．4―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スギノハルバード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．10．21 新潟3着

2010．5．31生 牡3鹿 母 ファーストサイト 母母 スギノシャーロット 9戦2勝 賞金 17，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21069 8月11日 晴 良 （25新潟2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

う ら さ

浦 佐 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

23 ロジサンデー 牡4鹿 57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 476＋101：58．0 3．8�
36 ユキノユウダン 牡3栗 54 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 432＋10 〃 クビ 22．8�
612� チャペルプリンセス 牝4栗 55 嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：58．53 17．2�
713 レッドマニッシュ 牝3黒鹿52 田中 勝春 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 41：58．6	 16．2�
35 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 52 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 460＋ 81：58．7クビ 10．5	
11 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 530＋201：59．44 7．5

715 シルクエルドール 
4栗 57 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋ 41：59．5	 33．7�
818 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 蛯名 正義日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 5．6�
611 カシマシャドウ 牡3黒鹿54 二本柳 壮松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 422－ 22：00．03 232．1
47 トウショウプライド 牡3栗 54 戸崎 圭太トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋10 〃 クビ 4．1�
12 レアーレスパーダ 
6鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 500－ 22：00．21� 58．3�
817 キタノイットウセイ 牡3鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 498－ 22：00．3クビ 158．6�
816 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 田辺 裕信田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 500± 02：00．62 40．1�
714� ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B520＋102：00．81� 40．1�
510 トモロマイスター 牡6黒鹿57 高倉 稜戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 442－ 42：01．22� 25．7�
59 フォーナインキング 牡3鹿 54 福永 祐一青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 464－ 82：01．51	 39．0�
24 ノーザンハリアー 
3芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 434－ 22：02．13� 375．8�
48 メリオンジョー 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 454－ 22：03．8大差 599．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，419，600円 複勝： 55，036，200円 枠連： 25，364，600円
馬連： 97，922，200円 馬単： 52，941，100円 ワイド： 40，641，600円
3連複： 116，420，100円 3連単： 205，087，400円 計： 624，832，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 510円 � 410円 枠 連（2－3） 1，480円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，200円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 17，460円 3 連 単 ��� 82，260円

票 数

単勝票数 計 314196 的中 � 66379（1番人気）
複勝票数 計 550362 的中 � 101471（1番人気）� 24786（9番人気）� 31724（7番人気）
枠連票数 計 253646 的中 （2－3） 12733（5番人気）
馬連票数 計 979222 的中 �� 18949（15番人気）
馬単票数 計 529411 的中 �� 5852（23番人気）
ワイド票数 計 406416 的中 �� 8430（14番人気）�� 8454（13番人気）�� 2605（46番人気）
3連複票数 計1164201 的中 ��� 4922（59番人気）
3連単票数 計2050874 的中 ��� 1840（244番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．5―12．0―12．1―12．2―12．0―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．5―46．0―58．0―1：10．1―1：22．3―1：34．3―1：45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジサンデー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．30 東京7着

2009．2．27生 牡4鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 15戦3勝 賞金 37，495，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリオンジョー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月11日まで平地競

走に出走できない。

21070 8月11日 晴 良 （25新潟2）第6日 第10競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．11以降25．8．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480± 01：52．0 5．7�
610 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 458－12 〃 クビ 10．4�
34 シルクエステート 牡7青 56 戸崎 圭太有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458± 01：52．63� 7．5�
46 ミッキーオーラ 牡5青鹿56 松山 弘平野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 512－ 21：52．7� 4．8�
611 メイショウサリマン 牡5栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 486＋ 4 〃 クビ 35．8�
35 タイセイスティング 牡4栗 57．5 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 516± 01：53．01� 3．1�
11 カントリースノー 	6黒鹿54 嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B518± 01：53．1� 15．4	
712 ワンダースキー 牝6栗 52 北村 宏司山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 486± 01：53．63 47．5

58 シベリアンファクト 牡6栗 54 西村 太一藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 482－ 21：53．7� 294．7�
815 オーシュペール 牝4鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 470－ 41：53．8� 16．0
59 ホワイトフリート 牡3芦 53 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：53．9� 20．3�
22 ディアビリーヴ 牡6青鹿56 高倉 稜寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B498＋ 21：54．11� 199．0�
814 パ ク サ 牡5鹿 57 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 560－161：54．63 43．0�
23 ハッピーマリーン 牝4栗 52 柴田 大知道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 534＋ 6 〃 ハナ 16．7�
47 コウエイテンプウ 牝7鹿 51 酒井 学西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 520＋181：54．7� 225．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，714，100円 複勝： 62，359，300円 枠連： 29，433，100円
馬連： 124，187，100円 馬単： 66，322，000円 ワイド： 46，783，900円
3連複： 150，499，100円 3連単： 274，333，400円 計： 786，632，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 280円 � 240円 枠 連（6－7） 1，790円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 900円 �� 870円 �� 990円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 33，300円

票 数

単勝票数 計 327141 的中 � 45691（3番人気）
複勝票数 計 623593 的中 � 90422（3番人気）� 54311（5番人気）� 68438（4番人気）
枠連票数 計 294331 的中 （6－7） 12136（9番人気）
馬連票数 計1241871 的中 �� 33825（10番人気）
馬単票数 計 663220 的中 �� 10092（19番人気）
ワイド票数 計 467839 的中 �� 12856（9番人気）�� 13363（8番人気）�� 11573（12番人気）
3連複票数 計1504991 的中 ��� 18453（20番人気）
3連単票数 計2743334 的中 ��� 6081（98番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．9―12．8―12．6―12．1―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．4―50．2―1：02．8―1：14．9―1：27．0―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルトゥナ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．7．30 新潟12着

2009．5．8生 牝4栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 20戦4勝 賞金 62，543，000円
〔制裁〕 ハッピーマリーン号の騎手柴田大知は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

タイセイスティング号の騎手田中勝春は，1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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コーリングオブラブ号・メジロカトリーヌ号
（非抽選馬）15頭 ヴィーナススマイル号・エイトプリンス号・オメガスパーキング号・ゲルマンシチー号・タイセイワイルド号・

トップオブカハラ号・トルバドゥール号・トーセンセカイオー号・ナンヨースラッガー号・ブライトジェム号・
ホワイトショウフク号・ボーカリスト号・マイネルアウストロ号・ロケットダイヴ号・ロンギングエース号

２レース目



21071 8月11日 晴 良 （25新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第48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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 658，000円 188，000円 94，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

11 レッドスパーダ 牡7鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B540＋ 81：32．5 7．8�
816 ジャスタウェイ 牡4鹿 56 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋101：32．71	 2．8�
23 レオアクティブ 牡4栗 56 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450± 0 〃 ハナ 6．3�
612 ドナウブルー 牝5鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 アタマ 3．5�
48 ワ イ ズ リ ー 
5栗 56 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 468＋121：32．91	 51．6	
36 ラインブラッド 牡7栗 56 柴田 大知大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 510± 01：33．0� 141．9

47 � ランリョウオー 牡6黒鹿56 松岡 正海吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

480＋ 41：33．1 13．7�
611 シャイニーホーク 牡5栗 56 蛯名 正義小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 528± 0 〃 ハナ 87．2�
24 シルクアーネスト 牡6栗 56 宮崎 北斗有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 496－ 41：33．31 78．1
35 フラガラッハ 牡6鹿 57 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 11．8�
713 ミッキードリーム 牡6栗 57 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 29．4�
59 ニシノメイゲツ 牡6青鹿56 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 450± 0 〃 アタマ 309．3�
12 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 53 酒井 学高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 486＋ 21：33．51 57．9�
818 カ リ バ ー ン 
6鹿 56 伊藤 工真 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 41：33．7� 361．5�
510 ム ク ド ク 
7青鹿56 戸崎 圭太平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：33．91 67．9�
714 ヤマカツハクリュウ 牡6芦 56 木幡 初広山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 482＋ 41：34．21� 127．4�
817 ウインドジャズ 牡6黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 81：34．41 431．1�
715 ナンシーシャイン 牝3鹿 51 大野 拓弥三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 426＋ 6 （競走中止） 32．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 182，659，400円 複勝： 279，946，600円 枠連： 133，193，700円 馬連： 669，333，700円 馬単： 371，515，500円
ワイド： 247，590，800円 3連複： 974，527，600円 3連単： 2，027，771，700円 5重勝： 714，202，700円 計： 5，600，741，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 140円 � 200円 枠 連（1－8） 1，090円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 510円 �� 820円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 17，110円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／函館11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 106，870円

票 数

単勝票数 計1826594 的中 � 185287（4番人気）
複勝票数 計2799466 的中 � 270790（4番人気）� 695807（1番人気）� 331303（3番人気）
枠連票数 計1331937 的中 （1－8） 90305（3番人気）
馬連票数 計6693337 的中 �� 408031（3番人気）
馬単票数 計3715155 的中 �� 88707（11番人気）
ワイド票数 計2475908 的中 �� 122192（4番人気）�� 70634（9番人気）�� 155974（2番人気）
3連複票数 計9745276 的中 ��� 274866（5番人気）
3連単票数 計20277717 的中 ��� 87499（37番人気）
5重勝票数 計7142027 的中 ����� 4932

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．5―46．2―57．9―1：09．7―1：20．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドスパーダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2008．11．15 東京1着

2006．5．21生 牡7鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika 20戦6勝 賞金 262，512，000円
〔競走中止〕 ナンシーシャイン号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ワイズリー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 デュアルスウォード号

21072 8月11日 晴 良 （25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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

23 ヨシカワクン 牝3鹿 52
49 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B458＋ 4 55．9 8．6�

818 アイティクイーン 牝5栗 55 柴田 大知一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 502－ 2 56．21� 5．7�
816 シンワクイーン 牝4鹿 55

54 ☆嶋田 純次若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 462－ 2 〃 クビ 2．2�
11 ナムラビーム 牝4芦 55 松山 弘平奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 460＋ 2 56．51� 59．1�
47 ワンツーステップ 牝3芦 52 田中 勝春佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 424－ 2 〃 アタマ 30．2�
35 トーセンファースト 牝4芦 55 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 8 〃 アタマ 57．7	
715 スターゲイジング 牝4黒鹿55 西田雄一郎
ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 56．6� 7．4�
612 タケデンザビエル 牝4栗 55 上野 翔武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 466－ 9 57．02� 38．2�
36 モエレマリーア 牝4黒鹿55 戸崎 圭太中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 452＋ 2 〃 クビ 8．9
713 クレバーオーロラ 牝4芦 55 酒井 学本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 468＋ 6 57．1� 35．0�
24 シャンパンルージュ 牝3鹿 52 太宰 啓介�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 6 57．2� 90．9�
611 レ フ ア 牝3鹿 52 福永 祐一桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 460± 0 57．3� 26．5�
48 � トルピドトウショウ 牝5鹿 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 2 57．72� 243．1�
510 トーセンムンク 牝4鹿 55 高倉 稜島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 4 58．33� 27．1�
714 インザチャーチ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行
ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 426＋ 4 58．4� 33．8�
817� イナズマソリオ 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 470－15 58．5クビ 80．4�
12 � ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋12 58．6� 221．8�
59 � ソニックフリート 牝5鹿 55

52 ▲花田 大昂中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 432＋32 59．02� 402．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 65，784，900円 複勝： 90，001，800円 枠連： 52，075，000円
馬連： 235，847，400円 馬単： 97，685，600円 ワイド： 72，659，200円
3連複： 231，656，400円 3連単： 480，642，400円 計： 1，326，352，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 180円 � 130円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 480円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 21，460円

票 数

単勝票数 計 657849 的中 � 60792（4番人気）
複勝票数 計 900018 的中 � 84040（5番人気）� 122630（2番人気）� 250608（1番人気）
枠連票数 計 520750 的中 （2－8） 46325（4番人気）
馬連票数 計2358474 的中 �� 54945（9番人気）
馬単票数 計 976856 的中 �� 10076（25番人気）
ワイド票数 計 726592 的中 �� 15972（9番人気）�� 36970（4番人気）�� 74351（1番人気）
3連複票数 計2316564 的中 ��� 77163（5番人気）
3連単票数 計4806424 的中 ��� 16534（46番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．8―10．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．1―43．6

上り4F43．9－3F33．6
勝馬の
紹 介

ヨシカワクン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．7．22 新潟8着

2010．5．9生 牝3鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 6戦2勝 賞金 13，600，000円
〔制裁〕 ナムラビーム号の騎手松山弘平は，競走後半での御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソニックフリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リバティーホール号
（非抽選馬） 1頭 ヴァレンティーネ号

５レース目



（25新潟2）第6日 8月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 199頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

222，090，000円
10，660，000円
1，970，000円
20，000，000円
70，827，000円
5，480，000円
1，910，400円

勝馬投票券売得金
515，740，400円
833，639，000円
376，044，600円
1，549，728，200円
879，528，400円
615，881，500円
2，008，796，000円
3，935，656，200円
714，202，700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 11，429，217，000円

総入場人員 16，392名 （有料入場人員 14，075名）
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