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オッズ・
単勝
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22001 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

23 ドラゴンゲート 牡2栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 442＋ 21：13．0 1．7�
58 ム サ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：13．1� 12．4�
47 ロックフォール 牡2黒鹿54 柴田 善臣四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426± 01：13．73� 14．9�
815 ブラックブリーズ 牡2青鹿54 M．エスポジート 臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 450－ 21：13．8� 16．0�

（伊）

34 オーロラッシュ 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 424－ 61：13．9� 4．3�

35 デルタタイム 牡2鹿 54 大庭 和弥平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 436－ 41：14．22 156．5	
611 ワイルドテイスト 牡2栗 54 戸崎 圭太
G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 486＋ 21：14．73 20．1�
610 アラマサファスリ 牝2鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 474－ 41：14．8� 239．7�
46 ダンガンコゾウ 牡2栗 54 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 456－ 81：14．9� 88．3
22 ヘ ッ ト ロ ー 牡2青鹿54 柴田 大知�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 462－ 4 〃 クビ 57．8�
713 ナンゴクオージ 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474± 01：15．0クビ 88．3�
11 カインドネス 牝2鹿 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－12 〃 アタマ 8．9�
59 ナイトウォッチ 牡2栗 54 武士沢友治�ミルファーム 粕谷 昌央 日高 小西ファーム 472＋ 21：15．1クビ 61．6�
712 カシノキングダム 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 438＋ 21：15．42 127．2�
814 タカラドリーム 牝2栗 54 伊藤 工真村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 448＋ 21：15．61	 79．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，878，500円 複勝： 61，643，300円 枠連： 9，864，800円
馬連： 44，202，000円 馬単： 30，974，100円 ワイド： 22，398，800円
3連複： 57，944，400円 3連単： 102，842，400円 計： 351，748，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 260円 枠 連（2－5） 720円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 350円 �� 440円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 218785 的中 � 98671（1番人気）
複勝票数 計 616433 的中 � 401008（1番人気）� 34986（3番人気）� 22823（5番人気）
枠連票数 計 98648 的中 （2－5） 10586（2番人気）
馬連票数 計 442020 的中 �� 41534（3番人気）
馬単票数 計 309741 的中 �� 21299（3番人気）
ワイド票数 計 223988 的中 �� 17857（3番人気）�� 13208（4番人気）�� 4247（12番人気）
3連複票数 計 579444 的中 ��� 19944（7番人気）
3連単票数 計1028424 的中 ��� 12206（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．7―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 2，8，3，11（9，14）（10，15）（4，7）（5，12）－6，13－1 4 2，8（3，11）（9，14）（10，15）4－（5，7）－12－6，13－1

勝馬の
紹 介

ドラゴンゲート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．16生 牡2栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 ブラックブリーズ号の騎手M．エスポジートは，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：4番）
※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 クリノジュンチャン号・ビックナダイヤ号・ボナフォルトゥーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22002 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時35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
1：32．3

良
良

24 ディアコンチェルト 牡2黒鹿54 柴田 善臣ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 434－ 21：34．7 23．3�
816 タンタアレグリア 牡2栗 54 北村 宏司�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 458－ 6 〃 ハナ 1．6�
510 レオフラッパー 牝2栗 54 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450＋161：35．44 29．4�
612 ニシノクラッチ 牡2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 472± 0 〃 アタマ 39．6�
48 アポロノシンザン 牡2鹿 54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454± 01：35．82� 7．0�
11 マイネルリード 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 6 〃 クビ 139．5	
817 ランデックヒルズ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 434－ 21：35．9クビ 53．9

59 � シ ー ナ リ ー 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 米 South Branch
Equine LLC 482＋ 61：36．11	 5．8�

714 バ イ レ 牝2芦 54 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 474－ 4 〃 ハナ 158．8
715 アンジュデトワール 牝2鹿 54 M．エスポジート 有限会社シルク高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：36．2� 16．7�

（伊）

818 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 440＋ 8 〃 クビ 14．1�
23 ラビットボーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 416＋ 8 〃 アタマ 79．2�
47 ウインベルノアール 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 434± 01：36．41	 110．8�
36 ソヴリンマンボ 牡2青鹿54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 462－ 6 〃 クビ 162．8�
35 ワットプラケオ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 61：36．6
 448．4�
12 トリアンドルス 牝2栗 54 内田 博幸ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 444＋ 41：36．81� 30．6�
713 タマモカチグリ 牡2栗 54

51 ▲原田 和真タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 452－ 61：37．33 530．4�
611 ソフォニスバ 牝2栗 54 伊藤 工真岡田 繁幸氏 栗田 博憲 新冠 コスモヴューファーム 442－ 41：38．15 585．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，851，500円 複勝： 49，771，700円 枠連： 12，776，500円
馬連： 45，805，900円 馬単： 33，096，700円 ワイド： 24，890，900円
3連複： 56，628，800円 3連単： 94，423，200円 計： 344，245，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 380円 � 110円 � 450円 枠 連（2－8） 1，140円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，220円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 58，560円

票 数

単勝票数 計 268515 的中 � 9208（6番人気）
複勝票数 計 497717 的中 � 20433（6番人気）� 224796（1番人気）� 16659（8番人気）
枠連票数 計 127765 的中 （2－8） 8655（5番人気）
馬連票数 計 458059 的中 �� 22962（6番人気）
馬単票数 計 330967 的中 �� 4493（17番人気）
ワイド票数 計 248909 的中 �� 10591（6番人気）�� 1873（28番人気）�� 8271（8番人気）
3連複票数 計 566288 的中 ��� 6240（24番人気）
3連単票数 計 944232 的中 ��� 1169（160番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．3―12．2―11．6―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．6―47．9―1：00．1―1：11．7―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアコンチェルト �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2014．7．13 福島7着

2012．2．28生 牡2黒鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エアルコンクエスト号・オランジュバトー号・ドラゴンパイロ号・ミヤビリヴェール号・ラマハデスヌーダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 新潟競馬 第１日



22003 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第3競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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
2：24．6
2：22．1

良
良

510 センショウゴールド 牡3黒鹿56 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 B418－ 22：27．9 2．0�
713 ショウナンアバロン �3鹿 56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B436－ 8 〃 ハナ 19．5�
611 ラ イ ヨ ー ル 牡3鹿 56 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 486－ 22：28．11� 5．7�
24 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 22：28．2� 3．7�
48 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B460－ 62：28．3クビ 55．2�
714 コスモミヅハノメ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 22：28．61� 30．9

35 ディーエスプロパー 牡3栗 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B460＋ 22：28．7� 88．4�
816 ファインクリスエス 牡3黒鹿56 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B464－ 62：28．8� 136．8�
12 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 462－ 8 〃 アタマ 32．5
612 ヨウザンフウ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 434－ 62：29．33 201．2�
815 ドリームアスリート 牡3栗 56 嶋田 純次セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 454－ 32：29．61� 343．0�
36 ア ウ ス ト ル 牡3芦 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 454－16 〃 クビ 7．1�
59 ショウカンロン 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人 	荻伏三好ファーム 杉浦 宏昭 浦河 荻伏三好フ
アーム 494＋142：29．7� 192．4�

47 キタノナガレボシ 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 484＋ 4 〃 アタマ 435．5�

23 ペネトレーション 牡3黒鹿56 田辺 裕信�G1レーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 526＋182：30．02 40．9�
11 ステイバンク 牝3栗 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 390－122：31．9大差 313．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，627，200円 複勝： 29，935，700円 枠連： 11，697，600円
馬連： 43，356，600円 馬単： 27，931，700円 ワイド： 21，070，600円
3連複： 51，565，200円 3連単： 87，750，400円 計： 296，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 250円 � 160円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 570円 �� 230円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 計 236272 的中 � 90031（1番人気）
複勝票数 計 299357 的中 � 93040（1番人気）� 21177（5番人気）� 42429（3番人気）
枠連票数 計 116976 的中 （5－7） 12015（3番人気）
馬連票数 計 433566 的中 �� 23433（5番人気）
馬単票数 計 279317 的中 �� 9808（7番人気）
ワイド票数 計 210706 的中 �� 8833（5番人気）�� 26904（2番人気）�� 5811（10番人気）
3連複票数 計 515652 的中 ��� 23088（5番人気）
3連単票数 計 877504 的中 ��� 7767（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―35．7―47．1―59．3―1：12．9―1：25．8―1：38．3―1：50．6―2：03．2―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．3
1
3
・（2，10）－11，6（13，16）（1，14）9（4，5）8（3，7，15）＝12・（2，10）16（11，6，14）（13，9，5）（1，4，3，8）－15－7－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

センショウゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．23 東京15着

2011．3．15生 牡3黒鹿 母 リアルターキン 母母 ダイナターキン 5戦1勝 賞金 8，200，000円

22004 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時35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

35 サウスセレクト 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 514＋ 61：12．2 3．7�

46 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 内田 博幸稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：12．3� 3．8�
58 サタンズクラウン 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 532－ 81：12．4� 6．8�
47 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 大野 拓弥小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 464－ 21：12．72 5．8�
59 ソアリングホーク 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 486－ 61：13．23 13．1�
34 	 ダークダイナミック 牡3鹿 54 柴田 大知吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Stratheden

Stud Pty Ltd 512－ 21：13．41
 5．3	
712 ラインシャドー 牡3黒鹿56 武士沢友治大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 492－ 4 〃 クビ 49．3

22 ビーチドラゴン �3黒鹿56 吉田 豊窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 520＋ 21：13．5クビ 36．8�
815 ナンヨールーク 牡3栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 500－ 4 〃 クビ 49．0�
23 トミケンフアーマ �3鹿 56 北村 宏司冨樫 賢二氏 上原 博之 伊達 高橋農場 428＋ 21：14．13� 53．4
814 モンテドリーム 牡3鹿 56 田中 勝春毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 様似 富田 恭司 484＋ 2 〃 ハナ 89．9�
11 リ ベ ル テ 牡3鹿 56 伊藤 工真石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 若林牧場 464＋10 〃 クビ 183．5�
713 トラストサムライ 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真菅波 雅巳氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：14．73� 45．9�
611 クラウンマリリン 牝3栗 54 岩田 康誠�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－ 41：15．65 48．3�
（14頭）

610 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，324，600円 複勝： 31，202，700円 枠連： 15，799，600円
馬連： 28，990，800円 馬単： 18，512，200円 ワイド： 16，620，200円
3連複： 28，697，900円 3連単： 43，063，100円 計： 200，211，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 310円 �� 440円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 差引計 173246（返還計 29491） 的中 � 37032（1番人気）
複勝票数 差引計 312027（返還計 53169） 的中 � 73898（1番人気）� 56257（2番人気）� 36318（4番人気）
枠連票数 差引計 157996（返還計 1271） 的中 （3－4） 30454（1番人気）
馬連票数 差引計 289908（返還計160012） 的中 �� 25743（1番人気）
馬単票数 差引計 185122（返還計 95704） 的中 �� 8784（1番人気）
ワイド票数 差引計 166202（返還計 67127） 的中 �� 14547（1番人気）�� 9553（4番人気）�� 6595（8番人気）
3連複票数 差引計 286979（返還計270589） 的中 ��� 11689（5番人気）
3連単票数 差引計 430631（返還計424669） 的中 ��� 3776（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―13．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．9―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスセレクト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．1．19 中山5着

2011．4．29生 牡3栗 母 マイネアレグリア 母母 メイジフレッシュ 6戦1勝 賞金 10，860，000円
〔競走除外〕 インスタイル号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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 テイエムテンリュウ号
（非抽選馬） 1頭 アロージェネシス号



22005 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

35 メイショウメイゲツ 牝2鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 432 ―1：22．8 1．9�
817 テイクウォーニング 牝2栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：23．01 6．0�
510 サクラライトニング 牡2栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490 ―1：23．21� 13．8�
12 エレガントソング 牝2黒鹿54 田中 勝春有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 476 ―1：23．83� 37．8�
611 タケルラグーン 牡2鹿 54 武士沢友治森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 450 ― 〃 ハナ 119．9�
713 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 434 ― 〃 クビ 14．6	
612 メルドオール 牡2鹿 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 428 ―1：23．9クビ 33．3

47 コスモタタン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 棚川 光男 462 ―1：24．0� 37．0�
714 マ タ ン ギ 牡2芦 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 430 ―1：24．21� 37．7
818 ナリノパシオン 牡2栗 54 北村 宏司成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 ハナ 40．1�
816 マンゴジェリー 牡2鹿 54 M．エスポジート 窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．52 5．8�

（伊）

48 プリンセスケイ 牝2黒鹿54 柴田 善臣井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456 ―1：24．71� 19．4�
24 ホールドユアホース 牝2青鹿54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 中村 雅明 456 ― 〃 アタマ 45．0�
23 マースクィーン 牝2栗 54 田辺 裕信キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 456 ―1：24．8クビ 64．2�
715 ウィステリアガール 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 418 ―1：25．43� 213．1�
59 ジュンカイトー 牡2栗 54 内田 博幸河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 486 ―1：27．4大差 113．9�
36 セイウンアワード 牡2鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 512 ―1：27．5クビ 110．5�

（17頭）
11 サンコールドウェル 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，872，500円 複勝： 36，445，100円 枠連： 17，441，700円
馬連： 49，019，900円 馬単： 32，253，600円 ワイド： 24，103，700円
3連複： 56，676，900円 3連単： 91，150，300円 計： 332，963，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 290円 �� 460円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 差引計 258725（返還計 59） 的中 � 107093（1番人気）
複勝票数 差引計 364451（返還計 66） 的中 � 117835（1番人気）� 53753（2番人気）� 27535（4番人気）
枠連票数 差引計 174417（返還計 5 ） 的中 （3－8） 44863（1番人気）
馬連票数 差引計 490199（返還計 205） 的中 �� 53116（2番人気）
馬単票数 差引計 322536（返還計 136） 的中 �� 26760（2番人気）
ワイド票数 差引計 241037（返還計 135） 的中 �� 23203（1番人気）�� 13281（3番人気）�� 7202（7番人気）
3連複票数 差引計 566769（返還計 779） 的中 ��� 21194（3番人気）
3連単票数 差引計 911503（返還計 1011） 的中 ��� 10900（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．9―12．2―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．4―46．3―58．5―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイゲツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff 初出走

2012．3．19生 牝2鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 サンコールドウェル号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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） 4頭 アドニスステラ号・エンドオブデイズ号・テイエムソラトブ号・トラストルシファー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22006 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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

11 ウ ラ レ ナ 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510＋121：54．0 12．7�

713 キネオイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 502－ 81：54．1� 8．8�

34 ドラムメジャー 牡3青 56 M．エスポジート 本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 460－ 21：54．42 2．8�
（伊）

59 ゴールドリーガル 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 460± 01：54．5� 32．1�

23 ミュゼキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 492－ 21：55．03 4．5	
35 ミスターローレンス 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 456－ 21：55．53 17．4

47 ミライヘノマイ 牝3栗 54 平野 優三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：55．6クビ 54．7�
46 ベストヴィジョン 牡3黒鹿56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 480＋ 21：56．34 74．6�
712 ミスターエンザン 牡3鹿 56 岩田 康誠深澤 朝房氏 尾関 知人 新ひだか 前川 正美 492＋ 21：56．4� 5．3
22 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 武士沢友治�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 536＋ 61：56．71� 52．5�
814 トマトリコピン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 51：57．44 399．1�
58 ネクストロード 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 松山 将樹 日高 大江牧場 466－ 21：57．5� 264．8�
611 トウショウブランド 牡3青鹿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 522－121：57．92� 7．6�
610 タイセイジュピター 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 510 ―1：58．22 54．1�
815 グラシエトウショウ 牝3芦 54 柴田 大知トウショウ産業� 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 482± 0 〃 クビ 222．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，157，400円 複勝： 38，768，500円 枠連： 13，634，900円
馬連： 49，092，200円 馬単： 28，602，900円 ワイド： 24，005，700円
3連複： 59，664，700円 3連単： 92，924，300円 計： 327，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 340円 � 290円 � 160円 枠 連（1－7） 1，620円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 800円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 211574 的中 � 13306（6番人気）
複勝票数 計 387685 的中 � 24710（6番人気）� 30897（5番人気）� 81953（2番人気）
枠連票数 計 136349 的中 （1－7） 6502（8番人気）
馬連票数 計 490922 的中 �� 8303（16番人気）
馬単票数 計 286029 的中 �� 2433（33番人気）
ワイド票数 計 240057 的中 �� 3131（20番人気）�� 7807（7番人気）�� 9833（6番人気）
3連複票数 計 596647 的中 ��� 8879（18番人気）
3連単票数 計 929243 的中 ��� 1538（146番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．2―13．2―13．1―13．0―13．2―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―35．9―49．1―1：02．2―1：15．2―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ レ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2013．10．14 東京10着

2011．2．8生 牡3鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper 5戦1勝 賞金 5，350，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22007 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時25分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

611 キュリオスティー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 21：46．6 38．4�

35 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 444＋ 21：46．81� 7．4�
11 ディープラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－ 81：46．9� 2．7�
12 サプライズレナ 牝3鹿 54 田中 勝春平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 460－ 21：47．0� 38．1�
816 ハートオブジュン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 480± 01：47．32 47．9�
48 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494± 01：47．4� 4．2	
612 ミスアシング 牝3鹿 54 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：47．5� 28．5

24 ヘヴンリーシチー 牝3青 54 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 B418± 01：47．6� 16．1�
714 サンソヴール 牝3黒鹿54 M．エスポジート�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 432－ 41：47．7クビ 4．8

（伊）

818 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 23．2�
715 ラフィンテール 牝3芦 54 武士沢友治吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 444＋181：47．91� 238．3�
713 グレースグランド 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430－ 61：48．11� 268．5�
23 シャドウマスク 牝3青鹿54 内田 博幸飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋ 8 〃 ハナ 123．1�
817 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 横山 典弘近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 454± 01：48．3� 18．1�
36 ナッツハッピー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太飯田 政子氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：48．51 200．3�
47 スイチョウカ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �社台レースホース中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：48．6� 380．6�
59 ハディージャ 牝3黒鹿54 伊藤 工真吉田 正志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 426－221：49．02� 216．4�
510 プ レ ー ル 牝3青 54 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 上村 清志 478＋ 21：49．1� 144．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，593，500円 複勝： 39，535，900円 枠連： 15，607，000円
馬連： 61，815，300円 馬単： 33，387，400円 ワイド： 29，832，600円
3連複： 68，265，100円 3連単： 103，535，000円 計： 379，571，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 770円 � 180円 � 140円 枠 連（3－6） 4，880円

馬 連 �� 17，400円 馬 単 �� 47，510円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 2，350円 �� 520円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 184，420円

票 数

単勝票数 計 275935 的中 � 5741（10番人気）
複勝票数 計 395359 的中 � 8988（10番人気）� 59324（3番人気）� 92033（1番人気）
枠連票数 計 156070 的中 （3－6） 2477（22番人気）
馬連票数 計 618153 的中 �� 2752（40番人気）
馬単票数 計 333874 的中 �� 527（93番人気）
ワイド票数 計 298326 的中 �� 1750（39番人気）�� 3153（24番人気）�� 15852（4番人気）
3連複票数 計 682651 的中 ��� 3596（45番人気）
3連単票数 計1035350 的中 ��� 407（486番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．3―47．1―59．3―1：11．6―1：23．8―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 13，16（4，5，9）17（2，3，7）18（1，8）12（11，15）14，10－6 4 13，16（4，9）（5，17）（2，3，7）18（1，8）（11，12）（15，14）10，6

勝馬の
紹 介

キュリオスティー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2013．8．17 新潟10着

2011．2．26生 牝3鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral 5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） 5頭 スイートルイーズ号・ダイワインテンス号・パラドーロ号・マリアフィオーレ号・ミルノワール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22008 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

812 ユキノスライダー 牡4栗 57 岩田 康誠遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 450± 01：52．1 5．5�
710 サヴァティアーノ 牡3黒鹿54 M．エスポジート 有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 13．4�

（伊）

11 スギノハルバード 牡4鹿 57 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B478＋ 21：52．2クビ 3．3�
22 マイネルボルソー 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 454－ 41：52．62� 30．6�
69 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 468－ 21：53．13 2．2�
813 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 	キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 460－121：53．95 24．7

57 オリオンザムーン 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 512－ 2 〃 クビ 48．5�
711 テーオーイージス 牡3黒鹿54 北村 宏司小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：54．0クビ 11．8�
45 ダイコクイモン 牡5青鹿 57

54 ▲原田 和真井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 478＋ 8 〃 クビ 79．3
33 トウショウカムイ 牡6鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 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 506＋ 41：54．21� 103．0�
44 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 430± 01：55．26 347．2�
56 � カンタベリーリュウ 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 506＋ 61：55．83� 351．4�
68 ブラックジャガー 牡3青鹿54 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 452＋ 21：56．11� 18．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，689，200円 複勝： 45，146，600円 枠連： 19，020，500円
馬連： 77，084，500円 馬単： 43，675，000円 ワイド： 31，736，000円
3連複： 85，864，000円 3連単： 151，530，000円 計： 486，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 320円 � 160円 枠 連（7－8） 1，430円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 380円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 33，660円

票 数

単勝票数 計 326892 的中 � 46831（3番人気）
複勝票数 計 451466 的中 � 63077（3番人気）� 29778（5番人気）� 86484（2番人気）
枠連票数 計 190205 的中 （7－8） 10263（6番人気）
馬連票数 計 770845 的中 �� 14089（15番人気）
馬単票数 計 436750 的中 �� 4439（25番人気）
ワイド票数 計 317360 的中 �� 4867（19番人気）�� 24015（3番人気）�� 6272（15番人気）
3連複票数 計 858640 的中 ��� 13199（15番人気）
3連単票数 計1515300 的中 ��� 3263（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．3―49．3―1：02．0―1：14．6―1：27．3―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．5
1
3
10－6（2，4）（8，11）（5，9，12）－（3，1）－13－7・（10，12）（2，1）（6，11）（5，9，4）8（3，13）7

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡4栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 18戦3勝 賞金 24，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22009 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第9競走 ��
��1，000�

せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時35分 （芝・直線）
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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 ミラクルアイドル 牝3黒鹿52 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 460＋ 2 55．1 17．4�
818 アカノジュウロク 牝4鹿 55 田辺 裕信根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448＋10 55．31� 20．7�
612 ファンファーレ 牝3栗 52 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B472＋ 6 55．4	 5．7�
36 
 アスペンサミット 牝4鹿 55 杉原 誠人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 472± 0 55．61� 3．0�
713 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 454± 0 〃 アタマ 9．3�
611 スノークラフト 牝5芦 55 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 55．7	 16．2�
715 イマスグキスミー 牝3黒鹿52 大野 拓弥	ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 446－ 4 55．8	 9．6

11 コウヨウエンプレス 牝4鹿 55 M．エスポジート 寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B482＋ 6 〃 ハナ 54．4�

（伊）

714� シンボリゾンネ 牡6栗 57 宮崎 北斗シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 536± 0 〃 クビ 37．5�
12 グ レ カ ー レ 牝4鹿 55 嶋田 純次 スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 438－ 2 55．9	 6．4�
816 ジョアンシーピン 牝4黒鹿55 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 462＋ 4 〃 ハナ 14．3�
23 キボウダクリチャン 牝5栗 55 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 464＋ 8 56．1� 286．5�
510 テルミドール 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 414＋14 〃 ハナ 26．8�
24 ダークアイリス 牝5栗 55 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 クビ 120．9�
47 フリュクティドール 牝3鹿 52 吉田 豊ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 416＋14 56．3� 83．1�
817 クラウンエンビー 牡5栗 57 木幡 初広	クラウン 小野 次郎 鹿児島 小園 孝一 456－10 56．62 176．0�
59 ウインエフォート 牡3栗 54 伊藤 工真	ウイン 奥村 武 青森 青南ムラカミ

ファーム 482＋ 4 56．92 64．6�
35 クレムリンシチー 牡7栗 57 柴田 大知 	友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 514＋ 4 57．53	 82．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，210，800円 複勝： 50，155，400円 枠連： 31，498，700円
馬連： 105，957，100円 馬単： 51，011，300円 ワイド： 44，703，100円
3連複： 127，034，100円 3連単： 183，818，000円 計： 628，388，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 540円 � 570円 � 210円 枠 連（4－8） 4，910円

馬 連 �� 19，440円 馬 単 �� 36，850円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 1，510円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 32，510円 3 連 単 ��� 231，360円

票 数

単勝票数 計 342108 的中 � 15728（8番人気）
複勝票数 計 501554 的中 � 22001（7番人気）� 20598（8番人気）� 75283（2番人気）
枠連票数 計 314987 的中 （4－8） 4971（19番人気）
馬連票数 計1059571 的中 �� 4224（57番人気）
馬単票数 計 510113 的中 �� 1038（116番人気）
ワイド票数 計 447031 的中 �� 2428（54番人気）�� 7741（16番人気）�� 5122（25番人気）
3連複票数 計1270341 的中 ��� 2930（109番人気）
3連単票数 計1838180 的中 ��� 576（726番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―10．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．9―32．8―43．2

上り4F43．4－3F33．2
勝馬の
紹 介

ミラクルアイドル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2013．11．3 東京9着

2011．2．20生 牝3黒鹿 母 エクスエトワール 母母 ス ク ー ト 7戦2勝 賞金 15，406，000円
※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 ザゲームイズオン号・タニセンヴォイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22010 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

56 ダンスアミーガ 牝3栗 52 北村 宏司 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462－ 21：33．0 8．0�
79 アルバタックス 牡4栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 41：33．1� 5．8�
11 メドウヒルズ 牡3栗 54 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B458± 01：33．73	 5．4�
812 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 472－ 2 〃 クビ 16．7�
22 イタリアンネオ 牡3黒鹿54 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 524± 01：33．8	 8．3	
55 ローレルソラン 牡6鹿 57 江田 照男 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 456＋ 21：34．22	 49．7

68 ケイティープライド 牡4鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 478－ 41：34．41	 3．1�
44 マイネルアウラート 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 4 〃 ハナ 31．8�
67 ゴットフリート 牡4栗 57 M．エスポジート �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：34．72 6．5

（伊）

710 クロスカップリング 
5青鹿57 大野 拓弥諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 61：35．02 106．4�
811 アートフェスタ 牡3黒鹿54 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 494－ 21：35．95 21．2�
33 ディープサウンド 牡6鹿 57 田中 勝春増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－201：36．75 73．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，403，500円 複勝： 73，595，500円 枠連： 27，456，100円
馬連： 127，754，500円 馬単： 59，428，400円 ワイド： 48，500，600円
3連複： 133，283，200円 3連単： 229，541，100円 計： 744，962，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 210円 � 210円 枠 連（5－7） 2，430円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 700円 �� 640円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 18，420円

票 数

単勝票数 計 454035 的中 � 45228（5番人気）
複勝票数 計 735955 的中 � 74488（6番人気）� 95012（2番人気）� 92755（3番人気）
枠連票数 計 274561 的中 （5－7） 8726（11番人気）
馬連票数 計1277545 的中 �� 47589（10番人気）
馬単票数 計 594284 的中 �� 10860（19番人気）
ワイド票数 計 485006 的中 �� 17577（8番人気）�� 19366（7番人気）�� 21068（6番人気）
3連複票数 計1332832 的中 ��� 34457（9番人気）
3連単票数 計2295411 的中 ��� 9030（56番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．5―11．8―12．1―11．7―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．3―47．1―59．2―1：10．9―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスアミーガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．5．9生 牝3栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 7戦3勝 賞金 37，733，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22011 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第11競走 ��
��2，000�

さ ど

佐渡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．7．27以降26．7．27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

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

815 ウイングドウィール 牝5黒鹿51 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 21：58．1 150．3�
612 ファントムライト 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504＋241：58．2� 7．3�
714 トウシンモンステラ 牡4黒鹿55 田中 勝春�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 5．9�
510 パワースポット 牝6鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468± 0 〃 アタマ 38．1�
11 ブリッジクライム 牝5鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464＋101：58．3� 16．6	
24 トラストワン 牡6黒鹿55 蛯名 正義大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 504＋ 2 〃 クビ 7．8

816 ダノンフェニックス 牡6黒鹿56 石橋 脩�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 21：58．61� 10．6�
611 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿58 岩田 康誠�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 446± 01：58．7クビ 6．8�
12 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 52 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 482＋ 61：58．91	 28．7
35 ア ロ ヒ ラ ニ 牡5黒鹿55 M．エスポジート �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B456＋ 61：59．0� 11．2�

（伊）

47 プリンセスジャック 牝4栗 55 江田 照男�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476± 01：59．21� 13．9�
48 アサクサポイント 
6青鹿54 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 21：59．3� 207．6�
36 ベストディール 牡5鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B470＋ 22：00．47 55．4�
59 クイーンオリーブ 牝6青鹿54 横山 典弘有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 470－ 22：00．61	 3．9�
23 オメガブレイン 牡6鹿 54 田辺 裕信原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456－ 82：01．02� 91．9�
713� ロードロックスター 牡8鹿 53 北村 宏司 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 496－ 42：01．95 149．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，477，300円 複勝： 123，389，700円 枠連： 59，534，300円
馬連： 284，548，900円 馬単： 123，863，500円 ワイド： 100，731，600円
3連複： 346，854，100円 3連単： 568，083，000円 計： 1，675，482，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，030円 複 勝 � 3，160円 � 280円 � 240円 枠 連（6－8） 1，720円

馬 連 �� 69，670円 馬 単 �� 191，540円

ワ イ ド �� 17，990円 �� 13，870円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 94，490円 3 連 単 ��� 1，287，060円

票 数

単勝票数 計 684773 的中 � 3643（15番人気）
複勝票数 計1233897 的中 � 8225（15番人気）� 124470（5番人気）� 149713（2番人気）
枠連票数 計 595343 的中 （6－8） 26725（7番人気）
馬連票数 計2845489 的中 �� 3165（83番人気）
馬単票数 計1238635 的中 �� 485（195番人気）
ワイド票数 計1007316 的中 �� 1410（85番人気）�� 1831（76番人気）�� 26210（9番人気）
3連複票数 計3468541 的中 ��� 2753（202番人気）
3連単票数 計5680830 的中 ��� 320（1773番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．5―11．6―12．1―12．2―12．1―12．0―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．4―47．0―59．1―1：11．3―1：23．4―1：35．4―1：46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングドウィール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 新潟3着

2009．5．4生 牝5黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 29戦5勝 賞金 76，199，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22012 8月2日 晴 良 （26新潟2）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

23 エンジェルビーツ 牝3栗 52 岩田 康誠前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 442＋201：12．4 41．4�
34 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 464＋ 41：12．5� 4．3�
46 ナムラケイオス 牝5鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 522＋ 61：12．6� 12．5�
58 エトルアンフルール 牝4栗 55 北村 宏司村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 478－ 2 〃 ハナ 4．0�
22 ラヴァーサクラ 牝3鹿 52 大野 拓弥伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 498＋ 81：12．91� 22．0�
610 パイメイメイ 牝3鹿 52 宮崎 北斗西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476＋14 〃 ハナ 23．2�
712 ニシノラピート 牝3栗 52 戸崎 圭太西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 478＋ 21：13．0クビ 5．6	
713 シングルカスク 牝3黒鹿 52

49 ▲原田 和真 
キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 クビ 22．1�
47 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 448－ 21：13．1クビ 7．0�
11 カゼノサファイア 牝4青 55 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 478＋24 〃 アタマ 31．1
611� リルバニヤン 牝4鹿 55 内田 博幸ホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 448＋ 61：13．31� 59．4�
814 ミラクルピッチ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 450－12 〃 ハナ 26．2�
815 ローゼズガーランド 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 B482－ 41：13．62 9．4�
35 スピーディードータ 牝5鹿 55 杉原 誠人ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 474＋ 21：13．81� 141．6�
59 マリーズミイ 牝4鹿 55 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B444＋10 〃 ハナ 55．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，916，400円 複勝： 79，961，000円 枠連： 37，058，600円
馬連： 136，095，400円 馬単： 65，291，900円 ワイド： 61，832，800円
3連複： 164，440，700円 3連単： 268，609，600円 計： 865，206，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，140円 複 勝 � 980円 � 200円 � 310円 枠 連（2－3） 3，370円

馬 連 �� 11，930円 馬 単 �� 30，520円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 7，070円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 44，810円 3 連 単 ��� 334，600円

票 数

単勝票数 計 519164 的中 � 10013（12番人気）
複勝票数 計 799610 的中 � 17543（12番人気）� 121645（2番人気）� 67676（6番人気）
枠連票数 計 370586 的中 （2－3） 8505（14番人気）
馬連票数 計1360954 的中 �� 8839（40番人気）
馬単票数 計 652919 的中 �� 1604（98番人気）
ワイド票数 計 618328 的中 �� 4199（43番人気）�� 2216（66番人気）�� 11842（13番人気）
3連複票数 計1644407 的中 ��� 2752（146番人気）
3連単票数 計2686096 的中 ��� 582（958番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．8―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．1
3 4（13，14）15，8（5，9）7，12，2，6（3，11）10－1 4 4，13，14（8，15）－（5，9）7（2，12）6（3，11）10－1

勝馬の
紹 介

エンジェルビーツ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2013．7．28 新潟10着

2011．4．4生 牝3栗 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 6戦2勝 賞金 13，020，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ニュアージゲラン号



（26新潟2）第1日 8月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

176，010，000円
2，080，000円
10，900，000円
1，490，000円
15，610，000円
68，937，500円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
397，002，400円
659，551，100円
271，390，300円
1，053，723，100円
548，028，700円
450，426，600円
1，236，919，100円
2，017，270，400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 6，634，311，700円

総入場人員 9，110名 （有料入場人員 7，644名）
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