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21097 8月24日 晴 稍重 （25新潟2）第9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）

牝，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

817 レヴアップスピン 牝2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 21：35．5 2．6�

816 ハッピーベリンダ 牝2鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 456－ 21：35．6� 4．0�
24 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 412－ 6 〃 クビ 9．1�
59 ツクバビューティ 牝2栗 54 戸崎 圭太荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 448－ 21：36．02� 27．5�
36 スマイルシャワー 牝2鹿 54 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：36．1� 13．2	
23 ロイヤルグラッセ 牝2栗 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 アタマ 54．6

11 ウインオリアート 牝2黒鹿54 石橋 脩�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 420－101：36．31 13．4�
713 スローライフ 牝2栗 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486－ 41：36．4� 32．1�
612 マイネウェリナ 牝2芦 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 410－ 21：36．5� 17．8
48 スズプリンセス 牝2鹿 54 大野 拓弥小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456－ 61：36．6クビ 10．2�
47 プランドール 牝2栗 54

52 △杉原 誠人 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 470－ 61：36．81� 227．1�
611 ウ イ ン サ ラ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 432－ 6 〃 ハナ 326．8�
714 ヘヴンリーシチー 牝2青 54

53 ☆嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 412± 0 〃 アタマ 12．3�
715 タイキエミリー 牝2黒鹿 54

51 ▲花田 大昂�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 日田牧場 430－141：37．65 366．9�
818 セクシイガール 牝2鹿 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454－ 81：37．81� 373．6�
35 ニシノクラーケン 牝2黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 512－161：39．18 83．8�
12 ボウキョウノネン 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 428－ 61：39．2� 110．6�
510 タカミルシエル 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠村田 滋氏 嶋田 潤 日高 賀張三浦牧場 414－ 21：40．58 352．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，511，600円 複勝： 42，965，000円 枠連： 14，620，300円
馬連： 46，016，200円 馬単： 29，379，700円 ワイド： 23，749，500円
3連複： 61，450，200円 3連単： 91，835，500円 計： 333，528，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（8－8） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 235116 的中 � 72726（1番人気）
複勝票数 計 429650 的中 � 108076（1番人気）� 92739（2番人気）� 45445（3番人気）
枠連票数 計 146203 的中 （8－8） 17567（1番人気）
馬連票数 計 460162 的中 �� 55922（1番人気）
馬単票数 計 293797 的中 �� 18021（1番人気）
ワイド票数 計 237495 的中 �� 26380（1番人気）�� 12028（2番人気）�� 12002（3番人気）
3連複票数 計 614502 的中 ��� 29666（1番人気）
3連単票数 計 918355 的中 ��� 12795（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―47．6―1：00．0―1：11．6―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レヴアップスピン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2013．6．22 東京2着

2011．5．8生 牝2鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカミルシエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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 モーレアモーレ号
（非抽選馬） 1頭 マイネアイライン号

21098 8月24日 晴 稍重 （25新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：46．6
1：46．0

良
良

24 マイネオーラム 牝2鹿 54 柴田 大知 �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 462＋ 21：48．9 22．8�

816 アンジュデュバン 牝2黒鹿54 大野 拓弥後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 442－ 61：49．0� 47．2�
36 トライアゲイン 牡2鹿 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：49．1� 13．0�
611 アブソリュカフェ 牡2黒鹿54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 484± 0 〃 クビ 3．5�
817 ハッピーセーラー 牝2鹿 54 伊藤 工真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 468＋ 2 〃 ハナ 4．7�
714 ユキノアカツキ 牡2栗 54 柴田 善臣馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 516± 01：49．2クビ 9．6	
23 レッドグルック 牡2鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 468＋ 41：49．41	 8．9

715 マイネルシュムック 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 武 牧場 450－ 21：49．5� 330．3�
818 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 472－ 41：49．71	 10．0�
12 アルスターサイクル 牡2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490－10 〃 ハナ 6．1
713 レッドオラシオン 牡2芦 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 432－10 〃 ハナ 69．5�
48 リアルモード 牡2鹿 54 田辺 裕信寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 446－ 21：49．91 30．3�
510 ウインミラグロス 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 460－ 41：50．11	 76．1�
35 ハミングライフ 牝2栗 54 横山 典弘市川 義美氏 国枝 栄 平取 坂東牧場 478± 01：50．2� 18．3�
47 マンボプリンス 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 456－ 81：50．62� 221．2�
59 ラッキーゴールド 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 428± 0 〃 クビ 102．7�
11 トーアキヨモリ 牡2鹿 54

52 △杉原 誠人高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 544＋ 81：51．34 377．7�
612 ランドグローリー 牡2栗 54

53 ☆嶋田 純次木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 B456＋ 61：51．51 381．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，356，200円 複勝： 33，422，700円 枠連： 14，082，300円
馬連： 42，271，000円 馬単： 27，318，000円 ワイド： 21，397，100円
3連複： 54，354，200円 3連単： 86，922，200円 計： 298，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 810円 � 1，150円 � 420円 枠 連（2－8） 870円

馬 連 �� 42，620円 馬 単 �� 92，910円

ワ イ ド �� 11，910円 �� 4，700円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 257，140円 3 連 単 ��� 844，070円

票 数

単勝票数 計 183562 的中 � 6364（9番人気）
複勝票数 計 334227 的中 � 10660（9番人気）� 7228（11番人気）� 23073（7番人気）
枠連票数 計 140823 的中 （2－8） 12070（2番人気）
馬連票数 計 422710 的中 �� 732（70番人気）
馬単票数 計 273180 的中 �� 217（148番人気）
ワイド票数 計 213971 的中 �� 439（77番人気）�� 1124（50番人気）�� 1249（47番人気）
3連複票数 計 543542 的中 ��� 156（316番人気）
3連単票数 計 869222 的中 ��� 76（1390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．5―48．4―1：01．3―1：13．7―1：25．3―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネオーラム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．8．11 新潟6着

2011．3．20生 牝2鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アブソリュカフェ号の騎手田中勝春は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

アブソリュカフェ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：17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 デルマフクゾウ号

第２回 新潟競馬 第９日



21099 8月24日 晴 不良 （25新潟2）第9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

59 ケイアイキャンサー 牝3鹿 54 柴田 善臣亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 508－ 21：54．2 10．0�
815 フォルテシモ 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 438± 01：54．3� 7．3�
35 ボーラキアーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B466－ 2 〃 クビ 4．2�
58 ビーナスジュエリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 458± 01：54．51 14．7�
713 トーアコロチャン 牝3栗 54 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 462＋ 2 〃 クビ 257．0	
22 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 北村 宏司澤田 昭紀氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：54．81� 10．6

814 プリンセスペガサス 牝3栗 54 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456± 01：54．9� 4．2�
46 バレードライブ 牝3鹿 54 大野 拓弥�下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 B460＋ 21：55．22 42．2�
47 ウインコサージュ 牝3芦 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 468－ 61：55．3クビ 25．5
712 キョウエイリリック 牝3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 B490± 01：55．51� 4．4�
611 ヤマニンバニーユ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 410＋ 41：55．71� 144．3�
610 フーラビューティー 牝3青鹿 54

52 △杉原 誠人有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：55．8� 21．3�
34 ネ フ ラ イ ト 牝3栗 54 五十嵐雄祐�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 432－ 41：57．9大差 338．1�
23 テネシーワルツ 牝3鹿 54 松岡 正海�タイヘイ牧場 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 61：58．96 41．3�
11 サンシャインレディ 牝3青 54 大庭 和弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 450± 02：02．2大差 134．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，564，700円 複勝： 36，164，300円 枠連： 15，824，900円
馬連： 44，705，000円 馬単： 27，670，100円 ワイド： 22，686，900円
3連複： 54，765，300円 3連単： 87，789，200円 計： 309，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 290円 � 290円 � 190円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 800円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 58，370円

票 数

単勝票数 計 195647 的中 � 15553（5番人気）
複勝票数 計 361643 的中 � 30668（6番人気）� 31574（4番人気）� 57684（3番人気）
枠連票数 計 158249 的中 （5－8） 15712（2番人気）
馬連票数 計 447050 的中 �� 7063（18番人気）
馬単票数 計 276701 的中 �� 2206（37番人気）
ワイド票数 計 226869 的中 �� 3257（21番人気）�� 7153（7番人気）�� 8098（6番人気）
3連複票数 計 547653 的中 ��� 5685（25番人気）
3連単票数 計 877892 的中 ��� 1110（205番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．8―13．0―12．7―12．3―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．9―49．9―1：02．6―1：14．9―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3
9（8，13）（5，15）11（6，12，14）4，7，10，2－3－1・（9，8，13）（5，15）12，11（6，7）（2，14）－（4，10）＝（1，3）

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

勝馬の
紹 介

ケイアイキャンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．9．9 中山7着

2010．3．23生 牝3鹿 母 ケイアイメルヘン 母母 ブリーダーズフライト 8戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 サンシャインレディ号の騎手大庭和弥は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金20，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンシャインレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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） 2頭 ゴールドヴァレー号・モカ号

21100 8月24日 晴 稍重 （25新潟2）第9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

45 ワンダーエレメント 牝5鹿 58 植野 貴也山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 482＋ 43：09．0 25．3�
33 ショウナンガーデン 牝5鹿 58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 450＋ 43：09．1� 3．9�
813 マイネルロブスト 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 494＋ 23：09．2� 3．8�
57 � パリスブルー 牝6黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 464－ 23：09．62� 35．0�
711 ゴーカイフォンテン 牡7鹿 60 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 484＋ 43：09．7クビ 5．3�
11 ビッグプレゼンター 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 476＋143：10．12� 61．5	
812 リアルクラシック 	4鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 444－ 23：10．41� 46．7

22 � セイカミカワ 牝6黒鹿58 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 508－ 43：10．5� 124．3�
68 メジロハクリュウ 牡5鹿 60 山本 康志岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 462－ 23：10．71
 20．5�
710 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456± 03：11．12� 3．5
44 ドリームチャージ 牡4鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 456－103：12．27 15．1�
69 フクノカストル 牡3黒鹿58 上野 翔福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 470－ 83：14．0大差 215．2�
56 � シゲルアンドロメダ 牝3鹿 56 黒岩 悠森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff 466－ 23：15．9大差 32．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，434，700円 複勝： 20，563，200円 枠連： 12，032，900円
馬連： 29，980，500円 馬単： 22，686，300円 ワイド： 15，340，800円
3連複： 43，027，700円 3連単： 73，866，800円 計： 233，932，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 680円 � 150円 � 200円 枠 連（3－4） 1，600円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 2，370円 �� 610円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 100，770円

票 数

単勝票数 計 164347 的中 � 5123（7番人気）
複勝票数 計 205632 的中 � 5679（9番人気）� 46114（1番人気）� 29136（4番人気）
枠連票数 計 120329 的中 （3－4） 5557（8番人気）
馬連票数 計 299805 的中 �� 4372（17番人気）
馬単票数 計 226863 的中 �� 1167（48番人気）
ワイド票数 計 153408 的中 �� 2153（19番人気）�� 1534（28番人気）�� 6679（6番人気）
3連複票数 計 430277 的中 ��� 3164（34番人気）
3連単票数 計 738668 的中 ��� 541（273番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 49．4－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーエレメント �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Be My Guest デビュー 2010．12．12 阪神10着

2008．3．30生 牝5鹿 母 ワンダーグラシア 母母 Delta Town 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　ラクテウスオルビス号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21101 8月24日 晴 稍重 （25新潟2）第9日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30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

34 サ グ レ ス 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 444 ―1：23．6 5．7�
11 フレンチフェロー �2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 430 ―1：23．81� 31．7�
712 ヒカルカミヒコーキ 牡2鹿 54 横山 典弘髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 492 ―1：24．43� 1．7�
22 マイネルジパング 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464 ― 〃 ハナ 56．7�
59 タ ニ タ ニ 牡2黒鹿54 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 514 ―1：24．61� 17．9	
35 コスモベツァーリ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 434 ―1：24．7クビ 14．3

610 サクセスコード 牡2黒鹿54 石橋 脩吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 488 ―1：25．23 6．6�
815 ウォッカマティーニ 牝2芦 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 470 ―1：25．41� 16．3�
814 ヴィジオネール 牝2黒鹿54 田辺 裕信加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 418 ―1：25．5� 35．7
611 デグニティクローズ 牡2鹿 54 北村 宏司�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―1：25．71� 39．3�
58 リネンウッド 牡2栗 54 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 村上 雅規 398 ― 〃 クビ 348．2�
47 ガ ス タ ー 牝2鹿 54 柴田 善臣渡邉 啓髙氏 松永 康利 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 442 ―1：26．12� 60．2�
713 シネマモンスター 牝2栗 54

51 ▲原田 和真吉田 千津氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 410 ―1：26．31 35．5�
46 ゴールドストーム 牝2鹿 54 武士沢友治居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム 442 ―1：26．51� 227．8�
23 シゲルチョウシュウ 牝2芦 54

53 ☆嶋田 純次森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 中央牧場 410 ―1：29．2大差 188．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，739，500円 複勝： 36，979，600円 枠連： 14，047，600円
馬連： 42，762，900円 馬単： 35，038，300円 ワイド： 20，848，600円
3連複： 52，970，400円 3連単： 101，582，100円 計： 328，969，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 480円 � 110円 枠 連（1－3） 4，860円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 13，460円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 270円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 51，960円

票 数

単勝票数 計 247395 的中 � 34491（2番人気）
複勝票数 計 369796 的中 � 49266（3番人気）� 10982（7番人気）� 155744（1番人気）
枠連票数 計 140476 的中 （1－3） 2134（15番人気）
馬連票数 計 427629 的中 �� 4528（20番人気）
馬単票数 計 350383 的中 �� 1922（34番人気）
ワイド票数 計 208486 的中 �� 2655（22番人気）�� 22888（1番人気）�� 5439（8番人気）
3連複票数 計 529704 的中 ��� 9125（12番人気）
3連単票数 計1015821 的中 ��� 1443（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．0―48．3―1：00．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ グ レ ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2011．1．22生 牝2黒鹿 母 カラベルラティーナ 母母 ス タ ー ミ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルチョウシュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24日まで平

地競走に出走できない。
※リネンウッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21102 8月24日 晴 重 （25新潟2）第9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

59 セ イ ク ラ ベ 牝3青鹿54 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 452＋ 21：12．3 26．1�
23 オーペドアンジョ 牡3青 56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 420－ 4 〃 クビ 2．0�
815 ティンパニー 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂難波 経雄氏 田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 01：12．61� 118．1�

611 ローレルマヌエル 牡3芦 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新ひだか 山本 昇寿 456＋ 8 〃 ハナ 25．5�
47 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 吉田 豊�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B444－ 21：12．7クビ 5．3�
814 ヤマニンモントル 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 B458－ 41：13．65 14．4	
22 ビックファントム 牡3鹿 56 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 500－ 21：13．92 3．9

46 � ア ン ウ ー ド 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人�大樹ファーム 藤沢 和雄 米 David Wells &
Respite Farm Inc 434 ―1：14．32	 16．5�

712 スズカロードスター 牡3鹿 56 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 474 ― 〃 ハナ 62．4
610 サクラブリランテ 牡3鹿 56 田辺 裕信�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 466＋ 81：14．4� 17．8�
713 ブ リ ス 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠河村 �平氏 土田 稔 浦河 吉田 又治 428－ 8 〃 ハナ 89．7�
34 サンマルアクトレス 牝3栗 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 444± 01：14．5	 326．4�
11 リネンコゾウ 
3黒鹿56 嘉藤 貴行戸山 光男氏 南田美知雄 青森 長谷地 義正 446± 01：14．6クビ 488．1�
35 ティンクチャー 牡3鹿 56 松岡 正海広尾レース� 尾関 知人 青森 諏訪牧場 428 ―1：29．1大差 107．4�
58 キョウワミラージュ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 494＋28 （競走中止） 389．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，864，200円 複勝： 33，146，600円 枠連： 15，117，700円
馬連： 40，725，400円 馬単： 32，307，900円 ワイド： 22，519，100円
3連複： 52，552，700円 3連単： 96，507，700円 計： 314，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 470円 � 130円 � 1，980円 枠 連（2－5） 1，290円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 770円 �� 9，920円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 49，540円 3 連 単 ��� 308，330円

票 数

単勝票数 計 218642 的中 � 6612（8番人気）
複勝票数 計 331466 的中 � 14644（7番人気）� 103022（1番人気）� 3023（10番人気）
枠連票数 計 151177 的中 （2－5） 8650（5番人気）
馬連票数 計 407254 的中 �� 14536（7番人気）
馬単票数 計 323079 的中 �� 3404（26番人気）
ワイド票数 計 225191 的中 �� 7705（6番人気）�� 539（48番人気）�� 1319（33番人気）
3連複票数 計 525527 的中 ��� 783（82番人気）
3連単票数 計 965077 的中 ��� 231（476番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．8―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．5―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ イ ク ラ ベ �
�
父 トーヨーヒリュウ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2012．11．24 東京12着

2010．5．5生 牝3青鹿 母 メイプルスピカ 母母 マ ヤ ノ ル ナ 7戦1勝 賞金 4，600，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 キョウワミラージュ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティンクチャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ウシュマル号・コウジンコラボ号・シルバートーク号・ナムラキンボシ号・パトロクロス号・ハナレイビーチ号・

ヒカリマサムネ号・ルナーリンガス号・レッドキュラス号



21103 8月24日 晴 良 （25新潟2）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

714 シャドウウィザード �3黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 470－ 61：47．2 9．9�
612 ドリームリヴァール �3黒鹿56 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 440＋ 21：47．41� 16．7�
24 オ ベ ロ ン �3鹿 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：47．71	 4．0�
611 デルマコナキジジ �3栗 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 486＋101：47．8	 18．5�
11 マイネジュリエッタ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 442－ 61：47．9クビ 6．8	
510 サトノピアー 牡3青鹿56 木幡 初広里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 506－121：48．0� 10．2

35 トーセンゴージャス 牡3黒鹿56 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 7．9�
23 ポートドラルーン 牝3芦 54 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 81：48．1クビ 58．4
816 イフウドウドウ 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 460＋ 81：48．31
 91．1�
36 グレイスヒーロー 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450＋101：48．4	 81．4�
818 フライトゥザピーク 牡3黒鹿 56

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 462－ 81：48．5� 12．3�

817 ペリドットムーン 牡3鹿 56 横山 典弘星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 61：48．71 36．6�

713 ジプシースウィング 牡3黒鹿56 江田 照男吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 5．1�
59 ソ ン ヨ ン 牝3栗 54 伊藤 工真重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 450－101：49．01	 146．5�
12 ベルミュール 牝3鹿 54 柴田 大知有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 418－ 81：49．63� 158．1�
48 ウインノーヴァ 牝3青鹿54 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 436＋ 61：49．81
 25．1�
715 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 田中 勝春吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B462＋ 21：50．12 57．3�
47 ムーンリンガス 牡3青 56 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 裕 茨城 栗山牧場 450＋ 21：50．31 176．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，063，100円 複勝： 41，378，500円 枠連： 18，607，300円
馬連： 58，647，300円 馬単： 34，161，700円 ワイド： 27，180，000円
3連複： 71，042，500円 3連単： 111，999，000円 計： 387，079，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 270円 � 500円 � 210円 枠 連（6－7） 1，240円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 980円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 114，960円

票 数

単勝票数 計 240631 的中 � 19166（5番人気）
複勝票数 計 413785 的中 � 42176（4番人気）� 18885（8番人気）� 58821（2番人気）
枠連票数 計 186073 的中 （6－7） 11126（5番人気）
馬連票数 計 586473 的中 �� 5275（33番人気）
馬単票数 計 341617 的中 �� 1582（66番人気）
ワイド票数 計 271800 的中 �� 2492（37番人気）�� 7093（9番人気）�� 3583（27番人気）
3連複票数 計 710425 的中 ��� 3434（56番人気）
3連単票数 計1119990 的中 ��� 719（392番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．0―47．2―1：00．1―1：12．4―1：24．1―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 11，15（1，4）17（2，3，7）13，8（10，16）6，9（14，12）（18，5） 4 11，15（1，4）（2，3，17）13，7（10，16）（6，8，12，5）（14，9）18

勝馬の
紹 介

シャドウウィザード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京13着

2010．4．23生 �3黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie 3戦1勝 賞金 4，600，000円
※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） 1頭 シアワセカナウ号
（非抽選馬） 4頭 ガンシップ号・キープザサミット号・クリアビュー号・シャドウゲーム号

21104 8月24日 晴 重 （25新潟2）第9日 第8競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 エムエムアリオーン 牡3芦 54 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 528＋ 21：10．5 4．3�
610 デルマネコムスメ 牝3栗 52 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 61：11．03 4．0�
814 ファンデルワールス �4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 2．6�
58 デリケートアーチ 牝4栃栗 55

54 ☆嶋田 純次 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B466－ 21：11．1� 12．2�
712 パライバトルマリン �5栗 57

54 ▲原田 和真山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 490－ 81：11．2� 29．4�
611 ベルストーリー 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 518＋ 4 〃 アタマ 78．6	
713 フジマサマキシム 牝3栗 52 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 482± 01：11．3� 8．1

59 ハルズハッピー 牡3芦 54 石橋 脩田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 512＋ 21：11．51	 24．0�
23 スターゲイジング 牝4黒鹿 55

52 ▲山崎 亮誠�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 468－14 〃 ハナ 38．3�
47 リーサムダイチ 牡5鹿 57 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 474－ 2 〃 アタマ 63．4
815
 ヴァイスヴェルト 牡4芦 57 伊藤 工真�ターフ・スポート金成 貴史 浦河 酒井牧場 466－ 41：12．35 100．0�
46 リベラリスト 牝3鹿 52

49 ▲長岡 禎仁�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 466＋ 41：12．61� 127．3�
22 クレバーオーロラ 牝4芦 55 松岡 正海本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 464－ 4 〃 クビ 177．2�
35 ビレッジトレンディ 牝3鹿 52 柴田 大知村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 458± 01：13．13 203．6�
11 キネオリリー 牝3栗 52 木幡 初広吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：13．31� 35．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，780，200円 複勝： 44，543，200円 枠連： 17，674，400円
馬連： 62，188，800円 馬単： 40，234，500円 ワイド： 29，592，800円
3連複： 75，722，200円 3連単： 134，384，300円 計： 433，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 270円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 287802 的中 � 53578（3番人気）
複勝票数 計 445432 的中 � 69749（3番人気）� 84897（2番人気）� 113724（1番人気）
枠連票数 計 176744 的中 （3－6） 13845（5番人気）
馬連票数 計 621888 的中 �� 44080（3番人気）
馬単票数 計 402345 的中 �� 14341（6番人気）
ワイド票数 計 295928 的中 �� 16820（4番人気）�� 23502（2番人気）�� 29604（1番人気）
3連複票数 計 757222 的中 ��� 62941（1番人気）
3連単票数 計1343843 的中 ��� 18007（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．5―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムエムアリオーン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．5．14生 牡3芦 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノアルプス号・バシニアティヴ号



21105 8月24日 晴 良 （25新潟2）第9日 第9競走 ��
��1，600�

ふ る ま ち

古 町 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 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

35 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 434± 01：34．3 2．2�
612 アールデュラン �4鹿 57 田中 勝春星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 470－ 6 〃 クビ 5．4�
47 クロイゼリンチャン 牝3鹿 52 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 432± 01：34．4クビ 21．7�
36 フ ァ ー ゴ 牝4栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：34．5	 38．0�
510 ハ イ リ リ ー 牝4栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム 434－181：34．6
 13．4	
611 ネロディアマンテ 牝3青 52 北村 宏司 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 21：34．7
 7．4

818� シークレットベース 牝5鹿 55 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444± 0 〃 クビ 29．4�
816 ジーニマジック 牝3鹿 52 大野 拓弥田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 462－ 6 〃 ハナ 12．0�
23 ユッカマウンテン 牝4栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 ハナ 23．6
11 フェニーチェ 牝4鹿 55 柴田 善臣広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 466± 01：34．91� 32．2�
59 オーゴンチャチャ 牝3鹿 52 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 442＋101：35．0
 19．4�
817� コスモソウタ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 474＋ 61：35．21
 26．6�
714 クイーンアルタミラ 牝4黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 472－ 2 〃 アタマ 63．5�
12 キボウダクリチャン 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 450＋161：35．3
 409．5�
24 � ラプターフィリー 牝4栗 55 武士沢友治佐藤 恭永氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：35．83 506．2�
713 シーユーアラウンド 牡3黒鹿54 横山 典弘吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：36．01� 42．5�
48 エフティチャーミー 牝3鹿 52 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 438－ 6 〃 クビ 286．4�
715� アクトフォー 牡4青鹿57 柴田 大知青山 洋一氏 田中 剛 安平 追分ファーム 494－251：36．31	 314．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，995，100円 複勝： 66，724，600円 枠連： 29，247，900円
馬連： 98，846，500円 馬単： 57，532，100円 ワイド： 43，798，300円
3連複： 119，797，800円 3連単： 203，251，900円 計： 656，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 360円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 250円 �� 830円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 369951 的中 � 136041（1番人気）
複勝票数 計 667246 的中 � 221720（1番人気）� 102158（2番人気）� 30893（6番人気）
枠連票数 計 292479 的中 （3－6） 60994（1番人気）
馬連票数 計 988465 的中 �� 122885（1番人気）
馬単票数 計 575321 的中 �� 48548（1番人気）
ワイド票数 計 437983 的中 �� 51936（1番人気）�� 12140（8番人気）�� 4987（22番人気）
3連複票数 計1197978 的中 ��� 24561（8番人気）
3連単票数 計2032519 的中 ��� 13923（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．2―11．8―11．0―10．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．4―48．6―1：00．4―1：11．4―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガーネットチャーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．19 東京1着

2009．1．31生 牝4鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 18戦3勝 賞金 47，635，000円
※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） 1頭 レッドストラーダ号
（非抽選馬） 3頭 ダイアゴナルクロス号・ドクトルコスモ号・マイネルコランダム号

21106 8月24日 晴 重 （25新潟2）第9日 第10競走 ��
��1，200�

な え ば

苗 場 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．25以降25．8．18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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

713� インディーズゲーム 牡5鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust 468＋ 21：10．1 5．7�

47 ランドシャーク 牡4鹿 55 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 492± 01：10．42 14．1�
23 � ノベンバーペガサス 牝5黒鹿52 松岡 正海松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 クビ 14．9�
610 マジッククレスト 牝4青鹿52 嶋田 純次 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：10．5クビ 39．2�
814 ラインオブナイト 牡7鹿 53 蛯名 正義 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 526＋101：10．71	 135．3�
58 ビナスイート 牝4栗 55 戸崎 圭太井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 484＋ 6 〃 アタマ 8．2	
46 � ミリアグラシア 牝3栗 52 柴田 大知杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 490－ 21：10．9
 2．6

712 ランドクイーン 牝3栗 51 木幡 初広山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480－ 2 〃 ハナ 16．4�
34 � ルチャドルアスール �4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 512－10 〃 ハナ 6．1�
611 ド ナ リ サ 牝5鹿 52 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 478＋ 41：11．0クビ 18．1
22 クレバーアポロ 牡4栗 54 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 494＋ 61：11．21� 26．8�
59 センジンジョー 牡6鹿 55 北村 宏司河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 456－ 41：11．3クビ 90．9�
11 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 50 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 480＋161：11．51� 17．0�
35 ジャズピアノ 牡6黒鹿55 吉田 豊加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 01：11．6
 110．1�
815 シェアースマイル 牝4栗 55 武士沢友治小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 510± 01：12．87 85．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，949，000円 複勝： 63，113，500円 枠連： 27，109，800円
馬連： 113，369，800円 馬単： 62，977，300円 ワイド： 44，331，000円
3連複： 133，260，600円 3連単： 239，962，400円 計： 721，073，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 400円 � 370円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，110円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 14，950円 3 連 単 ��� 75，490円

票 数

単勝票数 計 369490 的中 � 51396（2番人気）
複勝票数 計 631135 的中 � 106577（2番人気）� 37012（6番人気）� 41142（5番人気）
枠連票数 計 271098 的中 （4－7） 42176（1番人気）
馬連票数 計1133698 的中 �� 24967（12番人気）
馬単票数 計 629773 的中 �� 8043（19番人気）
ワイド票数 計 443310 的中 �� 9070（14番人気）�� 9981（11番人気）�� 4796（28番人気）
3連複票数 計1332606 的中 ��� 6582（49番人気）
3連単票数 計2399624 的中 ��� 2346（233番人気）

ハロンタイム 11．5―11．0―11．7―12．3―11．7―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インディーズゲーム �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．4．23 東京1着

2008．3．11生 牡5鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club 14戦4勝 賞金 64，262，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アースゼウス号・エアカーネリアン号・カリスマサンスカイ号・キクノフェーデ号・クラッチヒット号・

クールヴェント号・ジェイケイホーム号・シャイニイチカ号・スイングエンジン号・トップオブザヘヴン号・
ヒーロー号・ミッキーホワイト号・リアリーサムシング号



21107 8月24日 晴 良 （25新潟2）第9日 第11競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上55�，牝馬2�
減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

711 インプレスウィナー 牡6青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454－ 21：21．0 40．4�
11 サクラゴスペル 牡5黒鹿58 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 488＋ 4 〃 クビ 1．7�
813 モグモグパクパク 牡3栗 52 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 442－ 41：21．1クビ 14．7�
22 イチオクノホシ 牝4芦 53 蛯名 正義�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 クビ 4．8�
57 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 52 戸崎 圭太高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 486± 0 〃 ハナ 21．9�
45 � エーシンハーバー 牝5芦 54 松岡 正海�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

492－ 81：21．2クビ 7．8	
69 サンディエゴシチー 牡6黒鹿55 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 508－ 41：21．3	 12．8

68 エスピナアスール 牝6黒鹿53 大庭 和弥青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 468－ 41：21．51
 49．6�
56 サニーサンデー 牡7栗 55 嘉藤 貴行宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 490＋ 41：21．6� 160．8�
710 ラインブラッド 牡7栗 57 柴田 大知大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 506－ 41：21．81� 18．8
812 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 486＋ 41：22．12 131．6�
44 � マイネルルビウス 牡3鹿 52 藤田 弘治髙藤 鐘三氏 高橋 俊之 新冠 競優牧場 458－ 51：22．2� 247．1�

（金沢） （金沢）

33 スズジュピター 牡8黒鹿56 田辺 裕信小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 484＋ 81：22．51	 205．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 71，365，400円 複勝： 113，041，700円 枠連： 41，419，500円
馬連： 220，801，400円 馬単： 143，199，800円 ワイド： 83，199，400円
3連複： 262，587，900円 3連単： 640，028，100円 計： 1，575，643，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，040円 複 勝 � 550円 � 110円 � 290円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，670円 �� 540円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 101，760円

票 数

単勝票数 計 713654 的中 � 13924（8番人気）
複勝票数 計1130417 的中 � 33919（8番人気）� 448878（1番人気）� 74618（5番人気）
枠連票数 計 414195 的中 （1－7） 37595（4番人気）
馬連票数 計2208014 的中 �� 62049（9番人気）
馬単票数 計1431998 的中 �� 10464（28番人気）
ワイド票数 計 831994 的中 �� 19713（12番人気）�� 5249（33番人気）�� 40717（5番人気）
3連複票数 計2625879 的中 ��� 21417（30番人気）
3連単票数 計6400281 的中 ��� 4642（252番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―11．6―11．2―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．0―46．6―57．8―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 ・（5，1，8）6，13，7（2，12）4（11，9）10，3 4 ・（5，1，8）（6，13）－7，2（11，12）（4，9）10，3

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2009．11．7 東京4着

2007．4．4生 牡6青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 30戦6勝 賞金 133，408，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21108 8月24日 晴 良 （25新潟2）第9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

817 シンワクイーン 牝4鹿 55
52 ▲山崎 亮誠若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 460－ 2 55．1 3．5�

715� シンボリゾンネ 牡5栗 57
54 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 538－ 8 55．52� 40．9�

35 レヴァンタール �4鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442－ 4 55．6クビ 4．1�
714 ナムラビーム 牝4芦 55 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 462＋ 2 〃 クビ 18．4�
713 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 422－ 2 55．7� 17．5�
510 ヒダカタイザン 牡6鹿 57 伊藤 工真藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 456± 0 55．8クビ 133．9�
24 アイアムネフライト 牝4栗 55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 472－ 4 56．11	 9．1	
47 シルクブルックリン 牡4黒鹿57 西田雄一郎有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 560－ 8 〃 ハナ 14．1

23 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± 0 〃 アタマ 10．0�
818 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 B486＋ 6 〃 アタマ 4．8�
612� レインボーカムカム 牝4栗 55

53 △杉原 誠人飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 438－13 56．2クビ 82．2
816 ディープランマ 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 442± 0 〃 アタマ 29．1�
611� サザランディー 牝3黒鹿52 武士沢友治�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 458＋ 6 56．3� 140．8�
48 アイサレジョウズ 牝3鹿 52 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 406－ 2 〃 アタマ 171．6�
12 � ア ズ キ 牝4栗 55 吉田 豊片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 B442＋14 56．62 167．1�
36 アラマサウイン 牝3黒鹿52 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484± 0 56．91	 54．5�
11 � テンエイヒーロー 牡4鹿 57 江田 照男熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 422± 0 57．0� 190．2�
59 � ゼ ニ ト ッ タ 牡5鹿 57 大庭 和弥萩 英男氏 奥平 雅士 日高 中川 哲也 476＋ 6 57．85 134．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，934，900円 複勝： 72，145，400円 枠連： 48，426，400円
馬連： 174，473，100円 馬単： 73，943，900円 ワイド： 58，288，800円
3連複： 176，710，800円 3連単： 338，373，000円 計： 993，296，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 710円 � 180円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 340円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 70，470円

票 数

単勝票数 計 509349 的中 � 117929（1番人気）
複勝票数 計 721454 的中 � 165899（1番人気）� 18655（10番人気）� 110631（2番人気）
枠連票数 計 484264 的中 （7－8） 58920（3番人気）
馬連票数 計1744731 的中 �� 20794（21番人気）
馬単票数 計 739439 的中 �� 5464（37番人気）
ワイド票数 計 582888 的中 �� 7014（23番人気）�� 49603（2番人気）�� 4247（32番人気）
3連複票数 計1767108 的中 ��� 11744（36番人気）
3連単票数 計3383730 的中 ��� 3544（217番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―10．5―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．9―32．4―43．1

上り4F43．2－3F33．2
勝馬の
紹 介

シンワクイーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．10．23 新潟1着

2009．3．17生 牝4鹿 母 シンワロバリー 母母 スワンプキャット 15戦3勝 賞金 30，710，000円
〔制裁〕 アイティクイーン号の騎手柴田大知は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・6番・7番・10

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。
（非抽選馬） 1頭 ラインビューティー号



（25新潟2）第9日 8月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 191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

185，920，000円
10，780，000円
1，590，000円
16，400，000円
66，845，000円
5，592，600円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
373，558，600円
604，188，300円
268，211，000円
974，787，900円
586，449，600円
412，932，300円
1，158，242，300円
2，206，502，200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
計 6，584，872，200円

総入場人員 9，761名 （有料入場人員 8，220名）
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