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21085 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：33．5
1：33．1

良
良

713 ニシノハイツリー 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 464－ 61：35．4 4．7�
510 カバーストーリー 牡2栗 54 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 464＋ 81：36．03� 3．2�
714 キネオメジャー 牡2栗 54 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－ 41：36．1� 12．7�
35 � マイネルスパイアー 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Ugo e Nazza-
reno Marchetti 470＋ 2 〃 クビ 4．4�

23 マイネルゲール 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 502± 01：36．2� 198．8�

11 コスモリリパット 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 446＋ 2 〃 ハナ 33．0	
12 ロトラトゥール 牝2鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 468－16 〃 クビ 25．0

612 コスモレヴァータ 牡2鹿 54 伊藤 工真岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 430＋ 41：36．3	 21．1�
815 リベレイショニスト 牡2栗 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458± 01：36．4クビ 132．5�
59 クリノイザナミ 牝2青 54 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 412± 0 〃 ハナ 4．3
47 ラッキークローバー 牝2黒鹿54 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 408－ 61：36．61
 261．5�
24 スペクタキュラー 牡2黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 4 〃 ハナ 104．7�

816 クロスソード 牡2鹿 54 江田 照男 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 アタマ 52．4�
611 ア オ チ ャ ン 牝2青 54

52 △杉原 誠人山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 436＋ 21：36．7� 86．6�
48 キングオブキック 牡2栗 54 二本柳 壮北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 462＋ 21：36．91� 163．9�
36 ペ ロ ペ ロ 牝2鹿 54 吉田 豊中村 祐子氏 栗田 徹 日高 賀張三浦牧場 446± 01：37．53� 217．3�
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売 得 金
単勝： 19，543，800円 複勝： 37，641，800円 枠連： 15，942，300円
馬連： 45，755，700円 馬単： 32，015，800円 ワイド： 21，722，600円
3連複： 64，450，100円 3連単： 106，527，200円 計： 343，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 320円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 320円 �� 750円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 195438 的中 � 33448（4番人気）
複勝票数 計 376418 的中 � 63309（4番人気）� 96517（1番人気）� 22079（5番人気）
枠連票数 計 159423 的中 （5－7） 34314（1番人気）
馬連票数 計 457557 的中 �� 50880（1番人気）
馬単票数 計 320158 的中 �� 16735（4番人気）
ワイド票数 計 217226 的中 �� 18876（3番人気）�� 6744（7番人気）�� 6739（8番人気）
3連複票数 計 644501 的中 ��� 15013（5番人気）
3連単票数 計1065272 的中 ��� 6358（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．0―48．5―1：01．0―1：12．5―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノハイツリー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．6．30 福島2着

2011．3．25生 牡2栗 母 ニシノカメリア 母母 ブランドカメリア 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※出走取消馬 モンレーヴリアン号（疾病〔感冒〕のため）

21086 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第2競走 ��
��2，000�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
2：00．2
1：56．1

良
良

713 カネトシエターナル 牝3栗 54 北村 宏司兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 432＋ 22：03．1 2．9�
24 イメージガール 牝3黒鹿54 石橋 脩飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 448－ 22：03．2� 5．9�
611 キネオストロング 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 470－12 〃 クビ 5．9�
23 プリンサプル 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 496－ 4 〃 ハナ 16．3�
817 アサクサゴールド 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋102：03．3クビ 3．5�
612 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 吉田 豊山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 478＋ 4 〃 クビ 18．3�
510 ノエルキャロル 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：03．61� 34．6	
816 ウルフキングボーイ 	3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 492＋ 8 〃 クビ 54．7

12 スカイタロー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 500＋122：04．23� 311．9�
11 サクラフラムドール 牡3鹿 56 松岡 正海�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 496＋222：04．3� 86．0
715 アイサメヤラズ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 萱野 浩二 新冠 川上牧場 454± 0 〃 ハナ 100．7�
48 サラマジック 牝3栗 54 平野 優矢野 和雅氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 438＋ 62：04．4クビ 240．9�
59 オクタヴィア 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 392－122：05．03� 193．4�
47 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 木幡 初広岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 478± 02：05．1� 22．2�
714
 アイアンフォックス 牡3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 Howard

Barton Stud 476＋ 22：05．31� 257．6�
818 ラクテウスオルビス 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�ターフ・スポート菊川 正達 日高 ナカノファーム B460＋ 82：08．2大差 487．3�
35 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 武士沢友治髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 546＋ 6 （競走中止） 24．8�
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36 カミナリコゾウ 牡3栗 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 村上牧場 458＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，796，200円 複勝： 33，233，800円 枠連： 15，506，600円
馬連： 39，794，700円 馬単： 26，701，900円 ワイド： 19，635，000円
3連複： 46，918，200円 3連単： 76，522，600円 計： 277，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 200円 � 170円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 280円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 差引計 187962（返還計 17396） 的中 � 51713（1番人気）
複勝票数 差引計 332338（返還計 32586） 的中 � 95012（1番人気）� 35473（4番人気）� 48477（3番人気）
枠連票数 差引計 155066（返還計 891） 的中 （2－7） 15495（3番人気）
馬連票数 差引計 397947（返還計 85541） 的中 �� 31351（3番人気）
馬単票数 差引計 267019（返還計 54428） 的中 �� 11934（5番人気）
ワイド票数 差引計 196350（返還計 41438） 的中 �� 14274（3番人気）�� 19123（2番人気）�� 6880（8番人気）
3連複票数 差引計 469182（返還計168870） 的中 ��� 24792（3番人気）
3連単票数 差引計 765226（返還計265521） 的中 ��� 8545（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．0―13．6―12．7―12．8―12．3―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．4―49．0―1：01．7―1：14．5―1：26．8―1：39．0―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネトシエターナル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2012．11．11 福島3着

2010．4．22生 牝3栗 母 コンゴウアンゲルス 母母 ズ ー ナ ク ア 9戦1勝 賞金 13，210，000円
〔競走除外〕 カミナリコゾウ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔競走中止〕 ヒカルスターダスト号は，4コーナーで「オクタヴィア」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オクタヴィア号の騎手宮崎北斗は，4コーナーで急に外側に斜行したことについて平成25年8月24日から平成25年9月1日ま

で騎乗停止。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラクテウスオルビス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18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） 1頭 シャドウウィザード号
（非抽選馬） 2頭 カズチョウサン号・シェーンフレール号

第２回 新潟競馬 第８日



21087 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8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）

牝，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

815 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 486＋101：54．8 7．2�
34 スターガーネット 牝3鹿 54 西村 太一庄野 宏志氏 高柳 瑞樹 日高 庄野牧場 462－ 41：54．9� 149．7�
11 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 472＋ 21：55．0� 4．2�
23 スワンソング 牝3鹿 54 横山 典弘 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 454＋ 21：55．53 3．5�
46 ソーミラキュラス 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506 ―1：56．03 130．8�
35 アルマネアン 牝3黒鹿54 石橋 脩コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 460－ 2 〃 アタマ 9．7	
814 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 426－ 81：56．63� 65．4�
22 ホワイトプラネット 牝3芦 54 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 504＋ 61：56．91� 15．7�
59 バルカローレ 牝3栗 54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 478－ 21：57．0� 192．3
58 ビレッジドリーム 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B484＋ 2 〃 クビ 10．7�
610 タイセイスペシャル 牝3芦 54 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 アラキフアーム 470－ 81：57．1� 5．4�
611 ア リ エ ッ タ 牝3鹿 54 田辺 裕信
G1レーシング 堀 宣行 新冠 ハシモトフアーム 464－ 61：57．42 14．9�
712 ストーリーライン 牝3栗 54 吉田 豊飯田 良枝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 490＋121：58．03� 22．0�
713 ルシャアンジェ 牝3鹿 54 江田 照男飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 474± 01：58．85 380．1�
47 ノーブルシャトル 牝3栗 54 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 444＋ 21：59．12 196．6�
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売 得 金
単勝： 23，297，400円 複勝： 40，272，400円 枠連： 14，682，600円
馬連： 52，753，400円 馬単： 33，626，400円 ワイド： 24，231，400円
3連複： 66，749，400円 3連単： 109，067，100円 計： 364，680，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 4，010円 � 200円 枠 連（3－8） 2，450円

馬 連 �� 81，280円 馬 単 �� 120，470円

ワ イ ド �� 20，470円 �� 590円 �� 14，110円

3 連 複 ��� 105，490円 3 連 単 ��� 925，190円

票 数

単勝票数 計 232974 的中 � 25825（4番人気）
複勝票数 計 402724 的中 � 45602（3番人気）� 1982（14番人気）� 65882（2番人気）
枠連票数 計 146826 的中 （3－8） 4432（10番人気）
馬連票数 計 527534 的中 �� 479（64番人気）
馬単票数 計 336264 的中 �� 206（115番人気）
ワイド票数 計 242314 的中 �� 278（70番人気）�� 11146（3番人気）�� 404（57番人気）
3連複票数 計 667494 的中 ��� 467（136番人気）
3連単票数 計1090671 的中 ��� 87（944番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―13．5―12．8―12．6―12．8―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―50．5―1：03．3―1：15．9―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンドレスラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．5．12 東京12着

2010．4．8生 牝3鹿 母 エンドレスワルツ 母母 グッドラックレディ 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 ノーブルシャトル号の騎手武士沢友治は，第2競走での落馬による検査のため松岡正海に変更。
〔発走状況〕 ルシャアンジェ号は，枠入り不良。

ヤマトダイアンサス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エンドレスラヴ号の騎手宮崎北斗は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

スワンソング号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

21088 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第4競走 2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

58 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B524＋ 23：08．7 9．3�

69 プレミアムパス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 476－ 63：08．8� 3．9�
813 カフェディーン 牡4鹿 60 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 43：09．22� 6．9�
57 ワンダフルフェロー 牡4黒鹿60 鈴木 慶太岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 454－ 43：09．94 201．6�
22 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 444＋ 23：10．0� 14．7�
34 メルシーサイレンス 牡6栗 60 林 満明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 494＋ 23：10．42� 33．8	
814 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 03：10．61� 12．9

33 リバーオリエンタル 牡4鹿 60 大江原 圭吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 442－ 23：11．23� 6．5�
712 トップストライド 牡5鹿 60 石神 深一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 504± 0 〃 クビ 2．9
11 � クレバーブレード 牡4鹿 60 江田 勇亮�岡崎牧場 根本 康広 日高 大江牧場 434－ 23：11．62� 153．3�
711� トーセンプラチナ 牡4鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 23：12．23� 30．4�
610 スリーマンボ �4鹿 60 高野 和馬永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B450－ 63：12．94 125．9�
46 クールユリア 牝4鹿 58 金子 光希川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 500＋ 43：14．7大差 105．4�
45 フクノアトリア 牝3鹿 56 上野 翔福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 478＋143：15．55 131．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，421，800円 複勝： 24，391，700円 枠連： 13，033，700円
馬連： 34，936，300円 馬単： 26，019，200円 ワイド： 16，017，000円
3連複： 51，085，500円 3連単： 83，648，200円 計： 264，553，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 150円 � 230円 枠 連（5－6） 1，370円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，010円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 23，810円

票 数

単勝票数 計 154218 的中 � 13093（5番人気）
複勝票数 計 243917 的中 � 24827（5番人気）� 56175（1番人気）� 25574（4番人気）
枠連票数 計 130337 的中 （5－6） 7044（8番人気）
馬連票数 計 349363 的中 �� 16882（7番人気）
馬単票数 計 260192 的中 �� 5349（16番人気）
ワイド票数 計 160170 的中 �� 8369（3番人気）�� 3727（15番人気）�� 7154（6番人気）
3連複票数 計 510855 的中 ��� 12767（10番人気）
3連単票数 計 836482 的中 ��� 2593（76番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．7－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
6，8－（2，12）（1，10）－（3，14）－（9，13，7）（4，5）－11
8－6，2，13，12，9－（1，14）－3（10，7）4＝11＝5

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

勝馬の
紹 介

�トーセンタイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Zabeel

2008．5．9生 牡5鹿 母 フサイチフェスタ 母母 Late For Breakfast 障害：16戦1勝 賞金 22，300，000円
初出走 JRA

※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 ビッグプレゼンター号



21089 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：46．0

良
良

712 ケンブリッジベスト 牡2黒鹿 54
52 △杉原 誠人中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 454 ―1：53．1 12．6�
35 ボールドジュニア 牡2栗 54 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 448 ― 〃 アタマ 174．1�
611 タイセイクルーズ 牡2栗 54 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 ハナ 11．1�
713 ケイクエスト 牡2栗 54 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 494 ―1：53．2� 5．5�
46 サムソンズシエル 牡2鹿 54 松岡 正海有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 504 ―1：53．51� 15．2�
814 ライアンセンス 牡2鹿 54 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 洞爺湖 レイクヴィラファーム 520 ― 〃 クビ 3．8�
610 ミラクルヴォーグ 牡2鹿 54 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 484 ―1：53．6� 35．9	
23 ナンヨーコトネ 牝2栗 54 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 えりも エクセルマネジメント 450 ―1：53．81	 5．3

815 ホッコーパイン 牡2栗 54 木幡 初広矢部 幸一氏 松永 康利 日高 川端 正博 498 ―1：54．01� 38．1�
59 レッドリベリオン 牡2鹿 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：54．1クビ 5．0
11 マイケルチョウサン 牡2鹿 54 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 474 ―1：54．41� 20．5�
47 ドリームヴィジョン 牡2芦 54 江田 照男セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 438 ―1：54．5� 81．8�
58 マイネルクリアー 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 462 ―1：54．71	 43．0�
34 アルビセレステ 牡2黒鹿54 西田雄一郎 �サンデーレーシング 小島 太 安平 ノーザンファーム 468 ―1：57．0大差 46．4�
22 シゲルカズサ 牡2鹿 54 大野 拓弥森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 日光スタッド 486 ―1：57．32 47．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，628，500円 複勝： 34，035，100円 枠連： 15，566，000円
馬連： 48，662，400円 馬単： 32，325，500円 ワイド： 21，672，800円
3連複： 61，101，800円 3連単： 91，836，000円 計： 326，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 430円 � 5，560円 � 300円 枠 連（3－7） 6，030円

馬 連 �� 120，110円 馬 単 �� 227，210円

ワ イ ド �� 29，760円 �� 1，370円 �� 31，550円

3 連 複 ��� 341，620円 3 連 単 ��� 2，946，740円

票 数

単勝票数 計 216285 的中 � 13615（6番人気）
複勝票数 計 340351 的中 � 21275（6番人気）� 1374（15番人気）� 34398（5番人気）
枠連票数 計 155660 的中 （3－7） 1908（21番人気）
馬連票数 計 486624 的中 �� 299（96番人気）
馬単票数 計 323255 的中 �� 105（184番人気）
ワイド票数 計 216728 的中 �� 176（97番人気）�� 4050（18番人気）�� 166（98番人気）
3連複票数 計 611018 的中 ��� 132（334番人気）
3連単票数 計 918360 的中 ��� 23（2091番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―13．3―13．7―13．8―13．0―11．5―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．5―52．2―1：06．0―1：19．0―1：30．5―1：41．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジベスト �
�
父 ヴィクトリー �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2011．4．22生 牡2黒鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21090 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ベルモントラヴ 牝3芦 54 北村 宏司 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント
ファーム 482－ 21：11．5 10．8�

58 シャツカストライン 牡3鹿 56 大野 拓弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 500± 01：12．35 8．0�
814 クラウンマイスター 牡3青鹿56 田中 勝春�クラウン 菊川 正達 青森 佐々木牧場 508＋141：12．93� 1．9�
46 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 456－ 61：13．0� 3．1�
35 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 478－16 〃 クビ 17．9	
713 ヒーローゴールド 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 21：13．1クビ 51．6

22 ニシノオタフク 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 478－ 61：13．63 60．4�
610 プリンセスオリーブ 牝3栗 54 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 B436－ 81：13．91� 45．4�
712 スズカロカフラ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 428－101：14．11� 121．0
34 サンクンガーデン 牝3鹿 54 木幡 初広 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 アタマ 32．4�
23 シゲルタテザ 牡3栗 56 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 沖田 繁 494＋141：14．52� 65．5�
47 ターンザタイド 牡3栗 56 二本柳 壮松田 整二氏 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 496＋ 81：15．88 140．7�
815 トウショウトレンド 牡3鹿 56 的場 勇人トウショウ産業� 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452 ―1：15．9� 339．4�
611 ヴェリータシチー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 幌村牧場 454＋ 81：16．22 395．8�
59 スプリングコメット 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 和田 正道 浦河 三枝牧場 460 ―1：16．51� 408．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，219，900円 複勝： 39，390，900円 枠連： 16，016，300円
馬連： 54，439，600円 馬単： 42，860，000円 ワイド： 23，623，100円
3連複： 69，979，600円 3連単： 139，091，200円 計： 412，620，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 200円 � 180円 � 120円 枠 連（1－5） 2，530円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 540円 �� 460円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 17，710円

票 数

単勝票数 計 272199 的中 � 19873（4番人気）
複勝票数 計 393909 的中 � 40034（4番人気）� 48669（3番人気）� 131629（1番人気）
枠連票数 計 160163 的中 （1－5） 4672（8番人気）
馬連票数 計 544396 的中 �� 18975（7番人気）
馬単票数 計 428600 的中 �� 6097（16番人気）
ワイド票数 計 236231 的中 �� 10539（6番人気）�� 12773（5番人気）�� 16851（4番人気）
3連複票数 計 699796 的中 ��� 26048（5番人気）
3連単票数 計1390912 的中 ��� 5797（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントラヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー 2012．9．30 中山4着

2010．2．14生 牝3芦 母 ペ ラ ド ン ナ 母母 Hushi 10戦1勝 賞金 10，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウトレンド号・スプリングコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

9月18日まで平地競走に出走できない。
ターンザタイド号・ヴェリータシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウシュマル号・ヒカリマサムネ号・メイショウパーサー号



21091 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・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
2：24．6
2：22．1

良
良

35 マイネルジェイド 牡3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 444－ 42：26．8 3．5�

23 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 454＋ 2 〃 ハナ 16．4�
612� テナシティー �4黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 460＋162：26．9� 5．0�
59 � アンバサドゥール 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 460－ 42：27．0� 18．5�
48 � トーセンビジュー �4鹿 57 江田 照男島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 440± 0 〃 クビ 30．7

714 ライトヴァース 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 82：27．53 15．2�
510 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 52 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 478－122：27．6	 4．2�
11 エアカリナン 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468± 02：27．92 24．9
816� カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 496＋ 42：28．0� 41．2�
818 シンボリプロント 牡4黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 442－ 42：28．21
 74．9�
817 ドラゴンウォー 牡3鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 15．2�
715 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 田中 勝春�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444－ 42：28．3	 47．3�
713� コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 武士沢友治尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 474－ 42：28．4クビ 84．8�
36 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 494－102：28．82� 285．0�
24 リーサムポイント 牡5栗 57 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 460－ 42：29．01
 106．2�
611 スプリングパリオ 牡4鹿 57 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 480＋ 22：29．85 8．3�
12 スリーケインズ 牡5芦 57 西村 太一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 468＋ 22：29．9クビ 476．7�
47 キョウエイマイン 牝4鹿 55

54 ☆嶋田 純次田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 424－ 62：32．0大差 118．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，251，400円 複勝： 40，832，200円 枠連： 22，105，000円
馬連： 65，794，000円 馬単： 37，636，400円 ワイド： 31，785，200円
3連複： 83，222，800円 3連単： 125，881，700円 計： 433，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 320円 � 210円 枠 連（2－3） 2，070円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 910円 �� 500円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 23，710円

票 数

単勝票数 計 262514 的中 � 59650（1番人気）
複勝票数 計 408322 的中 � 86396（1番人気）� 27065（6番人気）� 52133（2番人気）
枠連票数 計 221050 的中 （2－3） 7899（9番人気）
馬連票数 計 657940 的中 �� 21199（6番人気）
馬単票数 計 376364 的中 �� 7885（9番人気）
ワイド票数 計 317852 的中 �� 8458（8番人気）�� 16567（2番人気）�� 7424（10番人気）
3連複票数 計 832228 的中 ��� 13664（8番人気）
3連単票数 計1258817 的中 ��� 3919（39番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．1―11．8―12．4―12．9―12．1―12．5―12．7―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．0―35．1―46．9―59．3―1：12．2―1：24．3―1：36．8―1：49．5―2：02．0―2：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルジェイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．7．1 函館5着

2010．5．3生 牡3鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 15戦2勝 賞金 21，390，000円
〔制裁〕 テナシティー号の騎手伊藤工真は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイマイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18日まで平地競

走に出走できない。

21092 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 サマーティアラ 牝5青鹿55 横山 典弘セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 460＋ 81：53．4 4．4�
815 スカルラット 牝4栃栗55 嘉藤 貴行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 486－ 21：53．5� 37．1�
58 アンルーリー 牝3鹿 52 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 472＋ 41：53．6クビ 3．9�
59 アプレレクール 牝5青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 464＋161：53．81� 38．8�
35 � メ イ ユ ー ル 牝4芦 55

52 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452－ 41：54．01� 228．6	
611 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 田辺 裕信中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 510＋121：54．1クビ 12．2

34 スペクトロライト 牝3鹿 52 田中 勝春 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B462＋ 61：54．31	 3．9�
713 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 484＋10 〃 クビ 126．0�
11 � アルティメイトラブ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 460－ 21：54．51 7．0
22 デルマハンニャ 牝3鹿 52 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 438± 01：55．24 13．8�
46 トーセンオーラ 牝4鹿 55 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：55．41	 8．2�
610 リアルファッション 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 456－ 81：55．6� 196．3�
712 ゴールドエンジュ 牝5鹿 55

54 ☆嶋田 純次�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 450－101：55．92 124．0�
23 アンジェラスベル 牝3鹿 52 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 464± 01：56．11� 55．6�
814 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 492＋ 41：56．63 185．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，498，300円 複勝： 52，149，900円 枠連： 22，754，400円
馬連： 83，047，200円 馬単： 51，272，000円 ワイド： 34，605，600円
3連複： 103，372，600円 3連単： 174，177，600円 計： 552，877，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 640円 � 170円 枠 連（4－8） 4，070円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 13，760円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 400円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 37，090円

票 数

単勝票数 計 314983 的中 � 57093（3番人気）
複勝票数 計 521499 的中 � 85417（2番人気）� 15782（8番人気）� 96611（1番人気）
枠連票数 計 227544 的中 （4－8） 4128（17番人気）
馬連票数 計 830472 的中 �� 7604（26番人気）
馬単票数 計 512720 的中 �� 2750（48番人気）
ワイド票数 計 346056 的中 �� 4597（22番人気）�� 23706（1番人気）�� 6296（19番人気）
3連複票数 計1033726 的中 ��� 16109（17番人気）
3連単票数 計1741776 的中 ��� 3466（135番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―12．9―12．8―12．5―12．8―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．7―49．6―1：02．4―1：14．9―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
1－3（2，8）（7，15）（5，10）（13，11）（4，6）12－9，14
1（3，8）15（2，7，11）6（5，10，9）4（12，13）－14

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

勝馬の
紹 介

サマーティアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．12．25 中山5着

2008．4．8生 牝5青鹿 母 キョウワノメガミ 母母 ショウリノメガミ 17戦3勝 賞金 28，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21093 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 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

月岡温泉観光協会賞（1着）
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 434，000円 124，000円 62，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

35 トーセンターキー 牡3黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：45．7 1．5�
714 コスモミレネール 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：45．91� 21．9�
23 サンバジーリオ 牡3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 492－ 61：46．21	 8．6�
612
 タツショウワ 牡4栗 57 大庭 和弥�大西牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock, LLC 494＋ 2 〃 クビ 421．9�
510 プリンセスカママル 牝3鹿 52 松岡 正海 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 446－ 21：46．3	 12．6	
816 ダイワフェリス 牝4栗 55 的場 勇人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 530＋ 41：46．4クビ 15．9

47 エリンジューム 牝3黒鹿52 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B468＋ 6 〃 クビ 14．7�
36 マイネルグラード 牡5鹿 57 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 524－ 4 〃 ハナ 51．9
815 チャードリー 牝4青鹿55 江田 照男�G1レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋121：46．5� 111．2�
48 ミエノハートハート 牡3鹿 54 北村 宏司里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 420－ 21：46．6� 107．0�
59 � コンドッティエーレ 牡4栗 57 木幡 初広村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 482－ 11：46．81� 183．6�
713 ベルゲンクライ 牡3芦 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 484± 0 〃 ハナ 17．2�
11 ニシノヘリオス 牡3青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 486＋ 81：47．12 39．5�
12 ファーストエバー 牡3鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 444－ 61：47．2クビ 185．8�
24 リアルフレア 牡4栗 57 伊藤 工真吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 452－ 21：47．73 25．4�
611 アポロダイヤモンド 牝3鹿 52 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 418－161：48．23 94．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，340，700円 複勝： 126，830，700円 枠連： 27，922，400円
馬連： 107，228，800円 馬単： 79，189，100円 ワイド： 42，274，600円
3連複： 122，177，200円 3連単： 271，593，000円 計： 822，556，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 350円 � 200円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 470円 �� 310円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 453407 的中 � 253938（1番人気）
複勝票数 計1268307 的中 � 852285（1番人気）� 34918（8番人気）� 77241（2番人気）
枠連票数 計 279224 的中 （3－7） 34682（3番人気）
馬連票数 計1072288 的中 �� 79328（5番人気）
馬単票数 計 791891 的中 �� 46694（5番人気）
ワイド票数 計 422746 的中 �� 22611（4番人気）�� 38284（2番人気）�� 6076（15番人気）
3連複票数 計1221772 的中 ��� 37051（7番人気）
3連単票数 計2715930 的中 ��� 27620（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．5―11．9―12．6―12．5―11．6―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―33．6―45．5―58．1―1：10．6―1：22．2―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンターキー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．17 東京4着

2010．3．14生 牡3黒鹿 母 チェリーラブ 母母 ターンツーダイナ 7戦2勝 賞金 20，734，000円
〔発走状況〕 リアルフレア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

21094 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第10競走 ��
��1，600�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．18以降25．8．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

818 ブレイズアトレイル 牡4芦 55 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：34．8 3．2�
59 カフェリュウジン 牡3鹿 53 嶋田 純次西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 520＋ 21：35．01� 19．0�
715 マイネルスパイス 牡4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 420－ 8 〃 ハナ 48．2�
47 � シベリアンスパーブ 牡4鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 498－ 2 〃 クビ 19．6�
816 ディープサウンド 牡5鹿 57 北村 宏司増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464－ 81：35．1クビ 16．4	
11 ポップジェムズ 牡3鹿 53 横山 典弘吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 4．9

817 テ ン ペ ル 牡5黒鹿55 杉原 誠人山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 21：35．2� 13．2�
36 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 54 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 488± 0 〃 ハナ 32．3�
23 オメガキングティー 牡3鹿 53 田辺 裕信原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454± 01：35．3クビ 46．5
48 トーセンマルス 牡5鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 アタマ 13．9�
24 リフトザウイングス 牡5青鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 518－141：35．4� 8．6�
510 グランマルシェ 牡5鹿 54 長岡 禎仁 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B518± 0 〃 アタマ 120．9�
612 スズノネイロ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山本牧場 472－ 21：35．5� 5．9�
611� エイトプリンス 牡5栗 55 伊藤 工真河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 438＋ 6 〃 クビ 246．1�
713 イ デ ア 牡5鹿 54 石橋 脩畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 486＋ 21：35．92� 25．0�
35 ホワイトショウフク 牡8芦 51 西田雄一郎山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 454＋10 〃 クビ 488．4�
12 ヴィーナススマイル 牝6栗 50 石神 深一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 470－ 21：36．11
 409．0�
714 グラスソニック 牡3栗 52 西村 太一半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 41：36．2� 112．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，064，800円 複勝： 68，316，600円 枠連： 41，326，100円
馬連： 149，911，900円 馬単： 76，330，100円 ワイド： 54，544，500円
3連複： 178，163，700円 3連単： 308，604，200円 計： 921，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 430円 � 840円 枠 連（5－8） 1，540円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，070円 �� 7，310円

3 連 複 ��� 28，640円 3 連 単 ��� 56，160円

票 数

単勝票数 計 440648 的中 � 111397（1番人気）
複勝票数 計 683166 的中 � 140237（1番人気）� 37137（8番人気）� 17184（12番人気）
枠連票数 計 413261 的中 （5－8） 19922（7番人気）
馬連票数 計1499119 的中 �� 44662（9番人気）
馬単票数 計 763301 的中 �� 13074（11番人気）
ワイド票数 計 545445 的中 �� 12151（10番人気）�� 6480（26番人気）�� 1786（75番人気）
3連複票数 計1781637 的中 ��� 4592（100番人気）
3連単票数 計3086042 的中 ��� 4056（164番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―12．2―11．7―11．0―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―37．3―49．5―1：01．2―1：12．2―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．6
3 7（10，12）（6，9，18）15（2，3，16，14）（1，11）13（4，5）8，17 4 ・（7，10）12（6，9，15，18）（16，14）（2，3）（1，11，13）（4，5）8－17

勝馬の
紹 介

ブレイズアトレイル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．7．24 新潟2着

2009．4．13生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 14戦4勝 賞金 48，288，000円

２レース目



21095 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，24．8．18以降25．8．11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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

45 トーホウチェイサー 牡6栗 55 田辺 裕信東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 486－101：10．0 7．5�
33 � シゲルソウサイ 牡5鹿 53 松岡 正海森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 514＋ 8 〃 クビ 19．4�
813 アウトクラトール 牡8鹿 56 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482± 01：10．1クビ 6．9�
11 ダッシャーワン 牡5栗 55 大野 拓弥芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 502＋ 61：10．31� 4．4�
610� エーシンジェイワン 牡5栗 54 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B544± 01：10．51 7．9	
58 	 トシキャンディ 牝7鹿 54 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 502± 01：10．6
 6．5

711 カレンジェニオ 牡5栗 51 嶋田 純次鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 504＋ 4 〃 クビ 10．0�
69 サダムグランジュテ 牝5鹿 53 吉田 豊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋ 21：10．7� 9．9�
712 コンフォーコ �8栗 53 江田 照男岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド 468± 01：10．8� 103．8
22 ラフアウェイ 牝5青 52 北村 宏司�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 558－ 81：10．9クビ 21．7�
46 アドバンスウェイ 牡7鹿 57 田中 勝春西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 506＋121：11．0
 8．8�
814 サンライズモール 牡6栗 53 武士沢友治松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 480± 01：11．21� 88．8�
34 コウエイフラッシュ �7鹿 52 西田雄一郎西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474－ 41：11．83� 25．0�

（13頭）
57 デュアルスウォード 牡5黒鹿56 横山 典弘 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 56，744，000円 複勝： 76，658，800円 枠連： 59，279，500円 馬連： 208，197，300円 馬単： 105，664，500円
ワイド： 68，471，800円 3連複： 253，477，900円 3連単： 445，213，300円 5重勝： 658，040，100円 計： 1，931，747，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 410円 � 270円 枠 連（3－4） 2，610円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，000円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 14，920円 3 連 単 ��� 87，880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����� 8，993，220円

票 数

単勝票数 差引計 567440（返還計 10163） 的中 � 59888（4番人気）
複勝票数 差引計 766588（返還計 8631） 的中 � 95470（2番人気）� 44039（9番人気）� 78646（4番人気）
枠連票数 差引計 592795（返還計 2856） 的中 （3－4） 16785（16番人気）
馬連票数 差引計2081973（返還計141898） 的中 �� 24547（31番人気）
馬単票数 差引計1056645（返還計 79919） 的中 �� 6647（61番人気）
ワイド票数 差引計 684718（返還計 27015） 的中 �� 9816（30番人気）�� 17286（11番人気）�� 8122（33番人気）
3連複票数 差引計2534779（返還計245794） 的中 ��� 12541（66番人気）
3連単票数 差引計4452133（返還計489092） 的中 ��� 3739（383番人気）
5重勝票数 差引計6580401（返還計592894） 的中 ����� 54

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―12．1―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウチェイサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Woodman デビュー 2009．12．6 阪神4着

2007．5．2生 牡6栗 母 トーホウビーナス 母母 イティサール 25戦6勝 賞金 110，444，000円
〔出走取消〕 デュアルスウォード号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

21096 8月18日 晴 良 （25新潟2）第8日 第12競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （芝・直線）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

816 リアリティー 牝3鹿 52
50 △杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 466＋ 8 55．4 20．2�

35 レヴァンタール �4鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 446－ 2 55．72 7．2�
510 コウヨウエンプレス 牝3鹿 52

49 ▲長岡 禎仁寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B480－ 8 〃 クビ 2．9�
612 トミケンフィアブル 牡3栗 54

53 ☆嶋田 純次冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 474－ 6 55．8クビ 23．9�
23 	 イッセキニチョウ 牡4鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 476＋16 〃 クビ 75．8�
48 
 タツフラッシュ 牡5鹿 57 大野 拓弥�大西牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 480＋ 6 56．11� 16．7	
59 	 リバティーホール 牝4鹿 55 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 448＋ 6 56．31 162．0

714 ラブチャーミー 牝7鹿 55

52 ▲花田 大昂増田 陽一氏 和田 雄二 新ひだか 松田 三千雄 448＋ 2 56．4� 66．6�
715
 ハイエストクライム 牡6鹿 57 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 510－ 8 56．5� 9．0�
11 オ ー パ ル ス �5芦 57 北村 宏司広尾レース 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 494＋ 2 56．6� 16．3�
12 ヴァレンティーネ 牝3鹿 52 江田 照男佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 452＋ 4 〃 ハナ 7．0�
818	 ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 木幡 初広山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B462± 0 〃 クビ 92．4�
713	 アイティローズ 牝4黒鹿55 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 472＋ 4 56．7� 252．5�
24 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± 0 56．91� 36．5�
611	 ハナズフレイム 牡4栗 57 西田雄一郎M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 466－ 2 57．11 147．5�
817 スピーディードータ 牝4鹿 55 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478± 0 〃 クビ 5．2�
47 プラッキーエリーナ 牝4栗 55

52 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B470＋16 57．2� 51．6�
36 クリノチョモラーリ 牝3栗 52

49 ▲原田 和真栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 464－ 4 57．3クビ 65．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 63，664，700円 複勝： 78，639，700円 枠連： 57，091，500円
馬連： 227，827，900円 馬単： 93，495，200円 ワイド： 71，330，000円
3連複： 226，576，500円 3連単： 424，766，600円 計： 1，243，392，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 400円 � 220円 � 160円 枠 連（3－8） 1，270円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 16，380円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，110円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 71，350円

票 数

単勝票数 計 636647 的中 � 24958（8番人気）
複勝票数 計 786397 的中 � 41033（7番人気）� 91393（4番人気）� 170087（1番人気）
枠連票数 計 570915 的中 （3－8） 33434（6番人気）
馬連票数 計2278279 的中 �� 24727（24番人気）
馬単票数 計 934952 的中 �� 4213（58番人気）
ワイド票数 計 713300 的中 �� 7029（28番人気）�� 15583（9番人気）�� 38382（3番人気）
3連複票数 計2265765 的中 ��� 25726（14番人気）
3連単票数 計4247666 的中 ��� 4394（212番人気）

ハロンタイム 12．0―10．0―10．7―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．0―32．7―43．4

上り4F43．4－3F33．4
勝馬の
紹 介

リアリティー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2012．6．30 福島1着

2010．4．26生 牝3鹿 母 アドマイヤセレッソ 母母 スターアドマイヤ 11戦2勝 賞金 18，033，000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 ドミンゴ号

５レース目



（25新潟2）第8日 8月18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 190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

188，090，000円
6，740，000円
1，640，000円
16，760，000円
66，347，000円
5，588，800円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
393，471，500円
652，393，600円
321，226，400円
1，118，349，200円
637，136，100円
429，913，600円
1，327，275，300円
2，356，928，700円
658，040，100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 7，894，734，500円

総入場人員 13，503名 （有料入場人員 11，312名）
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