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22013 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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 230，000
230，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 内田 博幸奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 436－ 61：12．1 2．8�
22 スノーレパード 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－121：12．2� 23．0�

712 ツリーチャイム 牝3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 61：12．51� 8．0�

47 クラウンシンホニー 牝3鹿 54 横山 典弘�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 482＋ 61：12．81� 5．5�
34 エ ル ゴ レ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 4．1	
814 スローライフ 牝3栗 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－18 〃 同着 9．5

23 モンサンアルビレオ 牝3栗 54 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 474＋ 81：13．54 14．3�
611 エアマチルド 牝3栗 54 伊藤 工真 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 454＋ 81：13．71� 15．4�
815 トレトレボーラー 牝3鹿 54 西田雄一郎�髙昭牧場 池上 昌弘 浦河 高昭牧場 484－ 81：13．8クビ 85．0
610 ベニノラブリー 牝3青鹿54 柴田 大知�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 428＋ 61：14．01� 96．3�
11 ホッコーザムーン 牝3栗 54 田中 勝春矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 450＋ 61：14．1� 67．2�
46 アイガウマレタヒ 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 430－ 61：14．2� 112．2�
59 コンソラーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 458 ―1：15．37 160．5�

713 シャトーココ 牝3鹿 54
51 ▲原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 384± 01：15．62 286．9�

58 ローズビジュー 牝3栗 54 M．エスポジート�BijouRacing 武藤 善則 青森 諏訪牧場 442＋ 61：16．34 43．1�
（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，514，000円 複勝： 38，210，200円 枠連： 14，849，900円
馬連： 55，179，000円 馬単： 32，079，100円 ワイド： 25，325，700円
3連複： 68，488，500円 3連単： 103，221，400円 計： 357，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 360円 � 210円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 430円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 35，200円

票 数

単勝票数 計 205140 的中 � 56662（1番人気）
複勝票数 計 382102 的中 � 80336（1番人気）� 21851（8番人気）� 46078（4番人気）
枠連票数 計 148499 的中 （2－3） 13000（4番人気）
馬連票数 計 551790 的中 �� 11090（17番人気）
馬単票数 計 320791 的中 �� 4265（23番人気）
ワイド票数 計 253257 的中 �� 4708（18番人気）�� 16600（3番人気）�� 2693（23番人気）
3連複票数 計 684885 的中 ��� 7150（26番人気）
3連単票数 計1032214 的中 ��� 2126（130番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラヒラリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．5 中山2着

2011．2．28生 牝3青鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 6戦1勝 賞金 9，760，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローズビジュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月3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 スイートジョジョ号・ダイアペイソン号
※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。

22014 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時40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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

612 ファイナルブロー 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 418＋ 21：35．3 18．1�

714 アサクサレーサー 牡3黒鹿56 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 41：35．4� 4．7�
59 デュアルインパクト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 ハナ 4．4�
818 レッドウォーリア 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 10．8�
35 スマートグリフィン 牡3青 56 横山 典弘大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 472＋141：35．82� 21．7	
816 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：35．9クビ 8．3

36 パスファインダー 牡3鹿 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．0� 40．2�
47 アペルトゥーラ 牡3栗 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 61：36．1� 4．6�
23 アンテプリッツ 牝3栗 54 北村 宏司佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 アタマ 91．9
817 リクエストアワー 牝3栗 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 41：36．2クビ 15．7�
715 カ ラ エ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428－ 81：36．3� 58．1�
12 タイキビスタ 牝3鹿 54 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 468－ 21：36．4� 66．7�
11 ド ヤ ガ オ 牝3栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 木村牧場 446－ 21：36．5� 89．8�
510 キ ン グ ロ イ 牡3栗 56 江田 照男坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 村上 欽哉 476 ―1：36．92� 129．5�
48 ノーステラス 牝3黒鹿54 M．エスポジート �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 456＋ 21：37．11� 124．9�

（伊）

713 スウィートレイラニ 牝3鹿 54 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 8．3�

611 トミケンユオスタ 牝3鹿 54 嶋田 純次冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 462＋101：37．73� 333．8�
24 ジューヌノーブル 牡3栗 56 杉原 誠人岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 470－ 81：38．44 188．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，496，100円 複勝： 40，666，200円 枠連： 19，995，400円
馬連： 56，387，100円 馬単： 31，925，800円 ワイド： 27，775，900円
3連複： 71，076，100円 3連単： 99，564，400円 計： 372，887，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 410円 � 200円 � 210円 枠 連（6－7） 4，010円

馬 連 �� 6，940円 馬 単 �� 16，350円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，750円 �� 580円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 85，520円

票 数

単勝票数 計 254961 的中 � 11234（8番人気）
複勝票数 計 406662 的中 � 21303（8番人気）� 59319（2番人気）� 55006（3番人気）
枠連票数 計 199954 的中 （6－7） 3857（14番人気）
馬連票数 計 563871 的中 �� 6293（28番人気）
馬単票数 計 319258 的中 �� 1464（57番人気）
ワイド票数 計 277759 的中 �� 3673（26番人気）�� 3955（23番人気）�� 13202（4番人気）
3連複票数 計 710761 的中 ��� 5017（40番人気）
3連単票数 計 995644 的中 ��� 844（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．0―48．5―1：00．8―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイナルブロー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2013．6．30 福島9着

2011．3．2生 牡3鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 7戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 アンテプリッツ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

アサクサレーサー号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 アンリキャトル号
※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。

第２回 新潟競馬 第２日



22015 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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

712 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 56 内田 博幸ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 452＋ 21：54．4 4．9�
23 ヘルツフロイント 牡3黒鹿56 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－ 21：54．72 3．3�
34 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 526± 01：55．55 10．7�
47 ハヤブサゴッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 41：55．71� 2．3�
814 メイクザカット 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 526＋ 81：55．8クビ 22．2�
58 アントファガスタ 牡3鹿 56 木幡 初広�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 41：56．11� 27．4	
611 ランドグローリー �3栗 56 的場 勇人木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 466± 0 〃 ハナ 181．3

713 トーアリズム 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 482＋101：56．63 22．5�
815 ワイルドビューティ 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：56．81� 148．9�
59 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 西田雄一郎山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B490＋ 81：57．12 130．4
610 ワ イ マ ン 牡3栗 56 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 502－ 41：57．41� 55．5�
46 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 464－ 41：57．5� 20．1�
22 ヤマニンジゼル 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 畠山 重則 新冠 錦岡牧場 440± 01：57．6クビ 162．1�
11 コスモラヴコール 牡3芦 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 474－ 41：57．81� 69．9�
35 カワキタスキップ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人川島 吉男氏 上原 博之 新冠 川島牧場 448± 01：59．39 172．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，003，500円 複勝： 35，183，900円 枠連： 13，972，200円
馬連： 52，956，800円 馬単： 33，309，900円 ワイド： 24，759，700円
3連複： 63，605，800円 3連単： 106，094，600円 計： 353，886，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 160円 � 210円 枠 連（2－7） 800円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 430円 �� 520円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 240035 的中 � 38736（3番人気）
複勝票数 計 351839 的中 � 57167（3番人気）� 60340（2番人気）� 39282（4番人気）
枠連票数 計 139722 的中 （2－7） 13503（3番人気）
馬連票数 計 529568 的中 �� 47270（3番人気）
馬単票数 計 333099 的中 �� 12475（7番人気）
ワイド票数 計 247597 的中 �� 15042（4番人気）�� 11994（6番人気）�� 12747（5番人気）
3連複票数 計 636058 的中 ��� 23410（4番人気）
3連単票数 計1060946 的中 ��� 7485（24番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．8―13．6―12．8―12．3―13．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．0―50．6―1：03．4―1：15．7―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ヤ ル ド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 プレミアムサンダー デビュー 2014．3．2 中山15着

2011．5．8生 牡3鹿 母 ロ キ ロ キ 母母 ロッキーマリアン 5戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 トーアリズム号の騎手原田和真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

22016 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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

11 ティリアンパープル 牝4鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 458－ 43：07．7 23．1�
66 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494＋ 43：08．65 2．1�
78 プレミアムウォーズ �5栗 60 江田 勇亮中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 468＋ 63：09．13 5．8�
810 マイネルミランダス 牡3栗 58 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 456－ 6 〃 アタマ 3．1�
55 � グリーティングワン 牡4黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 23：09．84 98．2�
77 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 454＋ 23：10．75 14．9	
33 レ ジ ア ー ネ �6鹿 60 大江原 圭広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 474－ 43：12．08 8．5

44 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 石神 深一村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 506＋ 23：12．31� 83．7�
89 モ ン モ ン 牡4鹿 60 鈴木 慶太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 494＋ 43：14．3大差 67．1�
22 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 58 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 西村 和夫 496＋123：15．68 32．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，916，300円 複勝： 18，249，900円 枠連： 10，012，300円
馬連： 32，655，100円 馬単： 26，845，800円 ワイド： 15，170，000円
3連複： 45，705，000円 3連単： 103，561，900円 計： 271，116，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 270円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 1，560円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 19，380円

票 数

単勝票数 計 189163 的中 � 6527（6番人気）
複勝票数 計 182499 的中 � 11726（6番人気）� 61088（1番人気）� 24911（3番人気）
枠連票数 計 100123 的中 （1－6） 4951（5番人気）
馬連票数 計 326551 的中 �� 14781（7番人気）
馬単票数 計 268458 的中 �� 4344（17番人気）
ワイド票数 計 151700 的中 �� 7015（7番人気）�� 4371（12番人気）�� 17694（2番人気）
3連複票数 計 457050 的中 ��� 17083（7番人気）
3連単票数 計1035619 的中 ��� 3873（61番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．7－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

2
�
10（8，7）－6（1，2）－（3，9）－5－4
10（8，1）6－7－5－（2，3）－9－4

勝馬の
紹 介

ティリアンパープル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．10 東京8着

2010．2．15生 牝4鹿 母 メイクヒストリー 母母 シジェームサン 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カシノデューク号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



22017 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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）
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
1：32．3

良
良

818 ナ ヴ ィ オ ン 牡2鹿 54 的場 勇人橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 450 ―1：37．3 9．3�
47 ショウナンアデラ 牝2鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 474 ― 〃 クビ 3．1�
59 レッドブラッサム 牝2黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430 ―1：37．4� 19．7�
510 ダイワインパルス 牡2鹿 54 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：37．61� 56．8�
48 エッケザックス 牡2鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434 ― 〃 クビ 9．3	
715 セイリングデイ 牝2黒鹿54 江田 照男小林 祥晃氏 沖 芳夫 日高 ヤナガワ牧場 472 ―1：37．81� 16．9

35 フクノグリュック 牡2鹿 54 内田 博幸福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 470 ―1：38．22	 19．8�
816 マイネルネッツ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 赤石 久夫 464 ―1：38．3	 12．7�
817 ココスタイル 牡2芦 54 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 506 ―1：38．4クビ 3．3
713 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 柴田 善臣有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 434 ― 〃 ハナ 40．9�
24 サルバドールガロ 牡2鹿 54 伊藤 工真�中山牧場 尾形 和幸 浦河 福田牧場 438 ― 〃 クビ 69．5�
11 クリムゾンスカイ 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 454 ―1：38．5クビ 104．0�
36 ルチオピーピーノ 牡2黒鹿54 石神 深一 �静内白井牧場 南田美知雄 新ひだか 金舛 幸夫 456 ―1：38．82 150．6�
611 ラッシュダンス 牝2鹿 54 武士沢友治門野 重雄氏 奥村 武 新冠 対馬 正 428 ―1：39．12 161．0�
12 アドマイヤドラゴン 牡2鹿 54 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470 ―1：39．31� 36．9�
23 ウェルカミング 牝2青鹿54 M．エスポジート 下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 444 ―1：39．4クビ 16．3�

（伊）

612 アポロクラウド 牡2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 474 ―1：39．5	 79．4�
714 ゼ ツ ミ ョ ウ 牡2黒鹿54 大野 拓弥内田 玄祥氏 高橋 文雅 むかわ 真壁 信一 428 ―1：39．6	 196．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，195，800円 複勝： 36，939，500円 枠連： 25，082，800円
馬連： 57，852，500円 馬単： 33，359，600円 ワイド： 26，578，000円
3連複： 66，454，800円 3連単： 99，409，100円 計： 373，872，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 160円 � 510円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 740円 �� 4，020円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 16，610円 3 連 単 ��� 88，750円

票 数

単勝票数 計 281958 的中 � 24231（3番人気）
複勝票数 計 369395 的中 � 36157（3番人気）� 75350（2番人気）� 14750（9番人気）
枠連票数 計 250828 的中 （4－8） 70692（1番人気）
馬連票数 計 578525 的中 �� 26632（4番人気）
馬単票数 計 333596 的中 �� 5591（15番人気）
ワイド票数 計 265780 的中 �� 9650（5番人気）�� 1637（37番人気）�� 4525（14番人気）
3連複票数 計 664548 的中 ��� 2999（49番人気）
3連単票数 計 994091 的中 ��� 812（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．8―50．8―1：03．5―1：15．0―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．8
3 9，10（7，15）（5，6，8）（3，4，12）（1，13，16）11（17，18）（2，14） 4 9，10（7，8，15）（5，6，4，12）3（1，16）13（11，18）17（2，14）

勝馬の
紹 介

ナ ヴ ィ オ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ラストタイクーン 初出走

2012．4．9生 牡2鹿 母 ユキノスイトピー 母母 シークレットローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウップスアデイジイ号・ベルメール号
※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。

22018 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

817 トーホウハニー 牝2鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 432 ―1：23．6 12．8�
11 クインズミラーグロ 牝2黒鹿54 M．エスポジート �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 412 ―1：23．7� 34．7�

（伊）

612 ストロベリーズ 牝2青鹿54 大野 拓弥 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 438 ― 〃 クビ 8．3�

24 サ ザ ナ ミ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 396 ―1：23．8� 3．7�
23 リリーグランツ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 430 ―1：24．11� 21．3�
12 エ ア ル ナ 牝2栗 54 田中 勝春 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 388 ―1：24．2� 34．8	
510 アドマイヤピンク 牝2栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454 ―1：24．3� 7．3

36 レッドヴィラーゴ 牝2鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472 ―1：24．51� 27．3�
47 プレシャスメイト 牝2鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 444 ― 〃 ハナ 4．8�
713 シルヴァーコード 牝2芦 54 柴田 大知田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：24．6� 51．1
715 ダンシングワンダー 牝2栗 54 杉原 誠人窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 464 ―1：24．7� 6．0�
816 ダンツストーン 牝2栗 54 木幡 初広山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 444 ―1：24．91� 63．7�
714 ノーフェイト 牝2栗 54 武士沢友治髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 450 ―1：25．0� 46．7�
48 デスドロップ 牝2鹿 54 横山 典弘畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 400 ―1：25．21� 45．4�
611 タマモカチューシャ 牝2鹿 54 的場 勇人タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 412 ―1：25．41� 101．8�
818 オ フ ィ ー ル 牝2栗 54 村田 一誠�G1レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 436 ―1：25．5クビ 54．5�
35 ハジメノイッポ 牝2青鹿54 丸田 恭介藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 484 ―1：27．110 90．4�
59 スールキートス 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 484 ―1：30．6大差 55．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，372，100円 複勝： 42，328，500円 枠連： 20，155，700円
馬連： 64，068，700円 馬単： 34，653，900円 ワイド： 28，739，500円
3連複： 70，716，400円 3連単： 105，800，900円 計： 397，835，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 380円 � 890円 � 270円 枠 連（1－8） 5，390円

馬 連 �� 20，250円 馬 単 �� 35，600円

ワ イ ド �� 6，940円 �� 1，970円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 71，280円 3 連 単 ��� 491，700円

票 数

単勝票数 計 313721 的中 � 19502（6番人気）
複勝票数 計 423285 的中 � 29127（6番人気）� 11051（9番人気）� 46076（5番人気）
枠連票数 計 201557 的中 （1－8） 2895（22番人気）
馬連票数 計 640687 的中 �� 2451（57番人気）
馬単票数 計 346539 的中 �� 730（100番人気）
ワイド票数 計 287395 的中 �� 1056（64番人気）�� 3830（20番人気）�� 1714（44番人気）
3連複票数 計 707164 的中 ��� 744（189番人気）
3連単票数 計1058009 的中 ��� 156（1216番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．9―47．7―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウハニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake 初出走

2012．3．27生 牝2鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リリーグランツ号の騎手石川裕紀人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔その他〕 スールキートス号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スールキートス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月3日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 バリアーモ号・メランコリア号・レッドラヴァルス号・ロゼスピリッツ号
※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。



22019 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第7競走 ��1，400�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 7，300，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

59 アルマディヴァン 牝4栗 55 大野 拓弥コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484＋ 41：20．9 2．1�
818 プレイアップ 牝4鹿 55 M．エスポジート �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 41：21．21� 30．5�
（伊）

713 テンシンランマン 牝4鹿 55
52 ▲原田 和真 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480＋ 21：21．3� 4．5�

11 � アクアライン 牝5黒鹿55 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 462－ 2 〃 ハナ 56．8�
715 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 54 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458± 01：21．4� 13．8�
35 マ デ ュ ー ロ 牡4鹿 57 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 494＋ 8 〃 クビ 18．6	
48 コスモドーム 牡3鹿 54 柴田 大知 �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 490－ 41：21．5� 24．1

12 コスモマイルール 牝3栗 52 内田 博幸岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 428＋101：21．6クビ 172．8�
36 トミケンフィアブル 牡4栗 57 岩田 康誠冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 480± 01：21．81	 14．2�
817 ニナフェアリー 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也 ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 452＋ 81：21．9� 9．5�
47 イタリアンフェッテ 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 408－ 81：22．0� 44．1�
714 タカラジャンヌ 牝3鹿 52 江田 照男村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 406± 0 〃 ハナ 88．4�
24 コトブキゴールド 牡4鹿 57 嘉藤 貴行尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 442－161：22．31� 88．2�
510 モントボーゲン 牝3鹿 52 横山 典弘 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：22．4� 14．9�
816� アステールネオ 牝4栗 55 的場 勇人鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 静内山田牧場 464＋121：22．5� 26．2�
612� マヤノフォルゴーレ 牡5芦 57 西田雄一郎田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 472± 01：22．6� 195．1�
23 � エルインペレイター 
4鹿 57 杉原 誠人ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484－ 81：22．81 173．2�
611� インキュベーター 
4鹿 57

54 ▲石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 B478－ 21：23．54 121．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，534，400円 複勝： 48，535，500円 枠連： 25，614，100円
馬連： 74，939，300円 馬単： 42，079，000円 ワイド： 35，869，800円
3連複： 86，143，900円 3連単： 137，724，200円 計： 483，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 540円 � 180円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 250円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 26，090円

票 数

単勝票数 計 325344 的中 � 120761（1番人気）
複勝票数 計 485355 的中 � 156254（1番人気）� 14500（10番人気）� 62998（2番人気）
枠連票数 計 256141 的中 （5－8） 36021（3番人気）
馬連票数 計 749393 的中 �� 19204（9番人気）
馬単票数 計 420790 的中 �� 7908（13番人気）
ワイド票数 計 358698 的中 �� 6699（11番人気）�� 45183（1番人気）�� 3151（28番人気）
3連複票数 計 861439 的中 ��� 12652（14番人気）
3連単票数 計1377242 的中 ��� 3826（64番人気）

ハロンタイム 12．5―10．2―10．7―11．6―12．1―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．7―33．4―45．0―57．1―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマディヴァン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．15 中山3着

2010．4．12生 牝4栗 母 ゲームコンパイラ 母母 ストロークト 16戦3勝 賞金 40，281，000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） 2頭 サンマルホウセキ号・ショウナンダイチ号
（非抽選馬） 2頭 エターナルムーン号・カフェブリリアント号
※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。

22020 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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

47 オメガラヴィータ 牝4栗 55 M．エスポジート 原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B464± 01：53．7 35．5�
（伊）

815 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 江田 照男平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 472± 0 〃 クビ 13．0�
58 ダノンアイガー 牡4芦 57 横山 典弘�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 512＋101：53．8クビ 12．9�
814 トーセンハリケーン 牡3鹿 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 514＋ 81：54．01� 3．1�
22 グランドサッシュ 牡3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：54．1� 6．7	
34 インパルション 	5鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 B466－ 41：54．31� 51．9

610 メガオパールカフェ 牡3栗 54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 81：54．4� 46．9�
59 スリーヨーク 牡4鹿 57 蛯名 正義永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470－ 21：54．71
 16．2�
23 ミスウインストン 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 初也小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482－ 41：55．23 100．1
713 ビックナジョーカー 牡3鹿 54 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 462± 0 〃 クビ 8．9�
712� ブルーグランツ 牡4鹿 57 木幡 初広 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 B510＋ 41：55．4
 194．8�
35 ショウナンマルシェ 牡3青鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－10 〃 ハナ 4．2�
11 � ファイアキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 464－ 21：55．61� 276．8�
46 トウショウアミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448＋ 21：55．7クビ 137．2�
611 レッドダニエル 牡3栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 81：55．8� 7．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，948，400円 複勝： 51，027，400円 枠連： 24，360，400円
馬連： 82，886，100円 馬単： 44，388，200円 ワイド： 35，701，200円
3連複： 92，584，900円 3連単： 144，539，900円 計： 510，436，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，550円 複 勝 � 690円 � 370円 � 390円 枠 連（4－8） 3，650円

馬 連 �� 15，830円 馬 単 �� 29，560円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 3，840円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 41，620円 3 連 単 ��� 279，440円

票 数

単勝票数 計 349484 的中 � 7860（9番人気）
複勝票数 計 510274 的中 � 18064（9番人気）� 37928（6番人気）� 35040（7番人気）
枠連票数 計 243604 的中 （4－8） 5171（17番人気）
馬連票数 計 828861 的中 �� 4057（42番人気）
馬単票数 計 443882 的中 �� 1126（82番人気）
ワイド票数 計 357012 的中 �� 2616（37番人気）�� 2377（41番人気）�� 5029（26番人気）
3連複票数 計 925849 的中 ��� 1668（107番人気）
3連単票数 計1445399 的中 ��� 375（723番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．1―50．1―1：02．7―1：15．4―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガラヴィータ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．28 東京5着

2010．5．2生 牝4栗 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 17戦2勝 賞金 23，180，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 スリーヨーク号・ビックナジョーカー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



22021 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 � エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B558＋ 42：01．7 1．6�
33 レッドオラシオン 牡3芦 54 村田 一誠 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B442－142：01．91	 82．3�
55 セイクリッドロード 
5鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 510＋122：02．0� 23．7�
77 テイエムブシドー 
4鹿 57 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 450－ 4 〃 ハナ 22．8�
66 パリソワール 牡5栗 57 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436± 02：02．1クビ 10．4�
11 ロッカバラード 牡3青鹿54 蛯名 正義 	社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 430－ 42：02．31� 7．8

89 ナイフリッジ 牡3栗 54 横山 典弘有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 42：02．4	 4．2�
88 カムイミンタラ 牡4鹿 57 大野 拓弥 	社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 502＋12 〃 クビ 13．4�
22 ティンホイッスル 牝4黒鹿55 田中 勝春 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 452－ 22：02．72 44．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，945，000円 複勝： 104，245，300円 枠連： 18，120，300円
馬連： 77，696，100円 馬単： 60，926，900円 ワイド： 36，273，900円
3連複： 89，064，200円 3連単： 257，252，600円 計： 684，524，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，110円 � 330円 枠 連（3－4） 6，130円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 490円 �� 7，290円

3 連 複 ��� 16，400円 3 連 単 ��� 77，220円

票 数

単勝票数 計 409450 的中 � 196100（1番人気）
複勝票数 計1042453 的中 � 733133（1番人気）� 7077（9番人気）� 28358（6番人気）
枠連票数 計 181203 的中 （3－4） 2289（13番人気）
馬連票数 計 776961 的中 �� 10697（14番人気）
馬単票数 計 609269 的中 �� 6424（19番人気）
ワイド票数 計 362739 的中 �� 4665（20番人気）�� 20835（5番人気）�� 1202（34番人気）
3連複票数 計 890642 的中 ��� 4071（39番人気）
3連単票数 計2572526 的中 ��� 2415（162番人気）

ハロンタイム 13．7―12．1―12．4―12．5―12．6―12．5―12．0―11．4―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―25．8―38．2―50．7―1：03．3―1：15．8―1：27．8―1：39．2―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 6（5，4，3）1，7－2－8－9 4 6（4，3）5－1，7－2－8，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�エスオンマイチェス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2010．1．29生 牡4黒鹿 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 8戦2勝 賞金 24，938，000円
初出走 JRA

22022 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 フレイムコード 牝5鹿 55 大野 拓弥�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472－ 21：46．6 11．4�
814 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿55 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 492＋12 〃 アタマ 13．3�
47 マリアライト 牝3黒鹿52 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 412－ 6 〃 ハナ 4．3�
611 ヤマニンプードレ 牝4芦 55 柴田 大知土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 470－ 21：46．7クビ 34．2�
11 リリコイパイ 牝3鹿 52 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 456＋ 61：46．91 6．2	
46 � ベリーフィールズ 牝6鹿 55 村田 一誠 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 472＋ 21：47．11� 124．6

34 ラスヴェンチュラス 牝5鹿 55 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 418－ 41：47．2� 5．8�
23 シャトーブランシュ 牝4鹿 55 M．エスポジート 有限会社シルク高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 3．4�

（伊）

59 � グレイスフラワー 牝5青鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：47．52 49．5
58 ビッグスマイル 牝6黒鹿55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 小泉 学 458－ 41：47．6	 38．3�
815 ダイワストリーム 牝4栗 55 柴田 善臣大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：47．7� 18．1�
712 アルアマーナ 牝5鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 436＋ 8 〃 ハナ 62．4�
610 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432± 01：47．91� 18．0�
713 クイーンアルタミラ 牝5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 480－ 21：48．0� 58．4�
35 ノーブルジュピタ 牝4鹿 55 田中 勝春吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 434＋ 21：48．53 73．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，554，300円 複勝： 75，727，400円 枠連： 34，444，900円
馬連： 152，054，800円 馬単： 74，586，800円 ワイド： 57，781，200円
3連複： 178，240，100円 3連単： 295，491，100円 計： 917，880，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 340円 � 340円 � 200円 枠 連（2－8） 1，210円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 15，280円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，140円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 15，070円 3 連 単 ��� 110，250円

票 数

単勝票数 計 495543 的中 � 34724（5番人気）
複勝票数 計 757274 的中 � 52744（6番人気）� 53545（5番人気）� 117692（2番人気）
枠連票数 計 344449 的中 （2－8） 21994（4番人気）
馬連票数 計1520548 的中 �� 13429（28番人気）
馬単票数 計 745868 的中 �� 3659（52番人気）
ワイド票数 計 577812 的中 �� 5774（30番人気）�� 13264（11番人気）�� 9916（18番人気）
3連複票数 計1782401 的中 ��� 8869（48番人気）
3連単票数 計2954911 的中 ��� 1943（362番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―11．8―12．1―11．9―11．9―11．4―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．6―48．7―1：00．6―1：12．5―1：23．9―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 14－2＝（1，11）7，12（3，15）（4，8，13）9（5，6）10 4 14，2＝（1，11）7（3，12）15，4（8，13）（5，6，9）10

勝馬の
紹 介

フレイムコード �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．2．20生 牝5鹿 母 シマノラピス 母母 シマノエメラルド 19戦4勝 賞金 66，431，000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。

２レース目



22023 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第14回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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）

新潟市長賞（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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

22 セイコーライコウ 牡7鹿 56 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 484－12 54．3 3．5�
711 フクノドリーム 牝3栗 51 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474± 0 54．4	 8．0�
710 アースソニック 牡5鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 480－ 4 〃 クビ 5．8�
69 
 リトルゲルダ 牝5芦 54 柴田 大知栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 476－10 54．5	 10．6�
68 アンゲネーム �6鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472＋ 4 〃 ハナ 23．7�
11 ブルーデジャブ �7芦 56 大野 拓弥 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 514－ 6 〃 ハナ 107．0	
33 フォーエバーマーク 牝6鹿 55 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 512－ 2 54．6クビ 4．5

812 アンバルブライベン 牝5鹿 54 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 2 〃 クビ 6．9�
44 ローブドヴルール 牝8鹿 54 蛯名 正義�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 510＋ 6 54．7	 116．8
56 デュアルスウォード 牡6黒鹿56 杉原 誠人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B472＋ 2 〃 ハナ 69．2�
45 バ ー バ ラ 牝5黒鹿54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 434± 0 54．8クビ 8．5�
57 パ ド ト ロ ワ 牡7鹿 59 内田 博幸吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 528－ 6 55．54 41．0�

（12頭）
813 シャイニーホーク 牡6栗 56 的場 勇人小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 514－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 179，538，100円 複勝： 213，010，800円 枠連： 112，442，100円 馬連： 563，247，100円 馬単： 275，627，900円
ワイド： 199，367，600円 3連複： 770，981，400円 3連単： 1，479，797，400円 5重勝： 661，140，400円 計： 4，455，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 240円 � 180円 枠 連（2－7） 760円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 530円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 21，450円

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

キャリーオーバー なし����� 8，732，040円

票 数

単勝票数 差引計1795381（返還計 28512） 的中 � 408371（1番人気）
複勝票数 差引計2130108（返還計 50483） 的中 � 392168（2番人気）� 197818（5番人気）� 308606（3番人気）
枠連票数 差引計1124421（返還計 8620） 的中 （2－7） 114482（2番人気）
馬連票数 差引計5632471（返還計236681） 的中 �� 187929（13番人気）
馬単票数 差引計2756279（返還計110968） 的中 �� 53764（14番人気）
ワイド票数 差引計1993676（返還計110399） 的中 �� 49252（17番人気）�� 101200（3番人気）�� 68878（7番人気）
3連複票数 差引計7709814（返還計616355） 的中 ��� 144549（14番人気）
3連単票数 差引計14797974（返還計1063012） 的中 ��� 50013（69番人気）
5重勝票数 差引計6611404（返還計 95629） 的中 ����� 53

ハロンタイム 11．6―10．1―10．5―10．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．6―21．7―32．2―42．7

上り4F42．7－3F32．6
勝馬の
紹 介

セイコーライコウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．7．12 福島2着

2007．3．9生 牡7鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 24戦7勝 賞金 181，543，000円
〔競走除外〕 シャイニーホーク号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

22024 8月3日 晴 良 （26新潟2）第2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）
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
1：09．2
1：08．7

重
重

23 セイユウスマイル 牝4鹿 55
52 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 484＋101：11．4 14．8�

814 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 戸崎 圭太松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494＋101：11．72 7．1�
611�	 セイウンロワイヤル 牡6鹿 57 北村 宏司西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Rosemont

Farm LLC 492－ 21：11．91
 16．0�
47 キョウエイマグマ 牡3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 474± 01：12．21� 3．6�
59 ダイチヴュルデ 牡3鹿 54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 432－ 61：12．41
 54．0�
815 ボウマンミル 牡4青鹿57 M．エスポジート H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－ 81：12．5� 17．4	
（伊）

22 ペリーホワイト 牡3芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 470－ 2 〃 クビ 44．9

46 トウカイマインド 牝3鹿 52 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 452＋ 41：12．81� 24．8�
610 トーセンマイティ 牡3鹿 54 岩田 康誠島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 3．1
11 	 スズカロードスター 牡4鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 464＋ 8 〃 ハナ 142．0�
35 フジマサレジェンド 牡3芦 54

51 ▲木幡 初也藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－ 41：13．33 41．6�
34 � サウンドカスケード 牡4鹿 57 内田 博幸増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B504± 0 〃 クビ 6．7�
712	 トミケンジェスト 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太冨樫 賢二氏 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 466± 01：14．47 181．7�
58 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 西田雄一郎石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452－ 61：14．82� 64．6�
713 ウエスタンスマイル 牡5鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 542＋ 21：15．22� 20．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，124，500円 複勝： 101，030，600円 枠連： 52，228，600円
馬連： 210，334，400円 馬単： 107，238，800円 ワイド： 89，927，300円
3連複： 258，024，900円 3連単： 486，547，200円 計： 1，380，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 380円 � 230円 � 440円 枠 連（2－8） 2，500円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 11，680円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 2，760円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 16，970円 3 連 単 ��� 111，980円

票 数

単勝票数 計 751245 的中 � 40591（5番人気）
複勝票数 計1010306 的中 � 67105（5番人気）� 128641（3番人気）� 55412（6番人気）
枠連票数 計 522286 的中 （2－8） 16149（10番人気）
馬連票数 計2103344 的中 �� 33386（17番人気）
馬単票数 計1072388 的中 �� 6884（39番人気）
ワイド票数 計 899273 的中 �� 13997（18番人気）�� 8301（31番人気）�� 12400（20番人気）
3連複票数 計2580249 的中 ��� 11403（50番人気）
3連単票数 計4865472 的中 ��� 3150（339番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．4―11．9―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイユウスマイル �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 パークリージエント デビュー 2012．10．6 東京2着

2010．4．21生 牝4鹿 母 ブリッジヘッド 母母 マロニエジェンヌ 15戦2勝 賞金 30，450，000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。
（非当選馬） 2頭 アトムフェニックス号・ジョージジョージ号
※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。

５レース目



（26新潟2）第2日 8月3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 178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

226，910，000円
7，620，000円
1，520，000円
20，470，000円
65，388，000円
5，414，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
561，142，500円
805，155，200円
371，278，700円
1，480，257，000円
797，021，700円
603，269，800円
1，861，086，000円
3，419，004，700円
661，140，400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
5 重 勝
計 10，559，356，000円

総入場人員 16，092名 （有料入場人員 13，666名）
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