
21109 8月26日 曇 重 （30新潟2）第10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

713 キチロクタービン 牡2栗 54 嘉藤 貴行山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 458＋ 41：13．0 16．1�
11 フレッシュスマイル 牝2栗 54 笹川 翼坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 452－ 21：13．21� 3．8�

（大井）

23 ピンクペルレ 牝2青鹿54 柴田 善臣�須野牧場 田中 博康 新ひだか 前田ファーム 430＋ 61：13．51� 6．0�
814 セ イ ス ピ カ 牝2黒鹿54 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 428－ 2 〃 アタマ 31．6�
610 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 430＋ 61：13．6� 30．2�
22 シゲルアコヤガイ 牝2芦 54 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 442－ 21：13．92 5．7	
712 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428－ 21：14．53� 132．7�
35 ヴァトナヨークトル 牝2黒鹿54 江田 照男
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 482＋121：14．71	 8．7�
58 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 松岡 正海
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480＋ 41：14．8クビ 89．7
611 コスモビックラコグ 牡2栗 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 ハナ 11．6�
34 リュウノイブキ 牡2黒鹿54 大野 拓弥二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 504＋101：15．01	 5．4�
815 ヴ ァ ル ス 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也
BijouRacing 土田 稔 日高 槇本牧場 504± 01：15．21	 58．6�
46 イエローナイフ 牡2青 54 大庭 和弥
ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 B446± 01：16．15 64．1�
59 シ キ サ イ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也重松 國建氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 378－121：16．31	 147．7�
47 ノボソフィア 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士�LS.M 天間 昭一 浦河 櫛桁牧場 438＋ 61：16．4クビ 64．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，730，700円 複勝： 35，692，600円 枠連： 16，659，600円
馬連： 58，718，200円 馬単： 27，835，900円 ワイド： 37，626，600円
3連複： 81，071，700円 3連単： 98，245，700円 計： 382，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 340円 � 160円 � 180円 枠 連（1－7） 3，440円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 10，980円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，460円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 60，510円

票 数

単勝票数 計 267307 的中 � 13988（7番人気）
複勝票数 計 356926 的中 � 21339（7番人気）� 64145（1番人気）� 56339（2番人気）
枠連票数 計 166596 的中 （1－7） 3751（13番人気）
馬連票数 計 587182 的中 �� 10524（16番人気）
馬単票数 計 278359 的中 �� 1901（40番人気）
ワイド票数 計 376266 的中 �� 5743（21番人気）�� 6379（18番人気）�� 22726（2番人気）
3連複票数 計 810717 的中 ��� 8960（19番人気）
3連単票数 計 982457 的中 ��� 1177（171番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．4―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キチロクタービン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．15 福島9着

2016．4．16生 牡2栗 母 ガ ル ネ リ 母母 マックスキャンドゥ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 イエローナイフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ギュウホ号・ストレルカ号・マイネルライズ号
※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。

21110 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・直線）

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
55．0
55．0

良
良

24 グランデメッシ 牡2黒鹿54 津村 明秀 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 平取 高橋 啓 488＋ 4 57．7 4．7�
818 モメチョッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 426＋ 2 58．01� 5．4�
35 テンモントム 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B428＋ 4 58．21� 59．7�
59 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 464＋ 4 58．3� 2．9�
48 ラ タ ウ ィ 牝2鹿 54 笹川 翼岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 432＋ 2 58．83 237．7	

（大井）

47 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 8 〃 ハナ 17．5

611 ケイズデイジー 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子 IHR 根本 康広 新冠 アラキフアーム 378－ 4 〃 アタマ 44．6�
713 スカイポート 牝2鹿 54 村田 一誠�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 B410＋16 〃 アタマ 18．0�
11 フレンドリボン 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 436＋ 2 58．9クビ 5．8
714 シゲルアクアマリン 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 武藤 善則 平取 有限会社中
田牧場 B464＋ 6 59．11� 42．7�

816 カガファランドール 牝2栗 54 �島 克駿香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト
クラブ 398＋ 2 〃 クビ 188．5�

23 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 402＋ 2 59．2クビ 39．9�
817 シ ロ ボ シ 牡2黒鹿54 宮崎 北斗本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 444－16 59．62� 202．9�
715 ド ナ リ エ ラ 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 476＋ 4 59．7� 180．0�
36 アリスチャン 牝2鹿 54 嶋田 純次坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 増尾牧場 388－14 59．91� 209．2�
12 エレモフィラ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 城地牧場 386－ 41：00．11 109．5�
510 ミルキーブルー 牝2青 54 江田 照男�ミルファーム 石栗 龍彦 浦河 村中牧場 432－ 41：00．52� 109．8�
612 エ ム チ ャ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士林 啓二氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 396－ 81：00．92� 23．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，808，500円 複勝： 39，704，400円 枠連： 18，860，300円
馬連： 63，729，100円 馬単： 29，877，700円 ワイド： 42，519，800円
3連複： 98，397，500円 3連単： 113，444，200円 計： 438，341，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 190円 � 1，090円 枠 連（2－8） 1，560円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，690円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 22，020円 3 連 単 ��� 80，240円

票 数

単勝票数 計 318085 的中 � 55601（2番人気）
複勝票数 計 397044 的中 � 54306（4番人気）� 64761（2番人気）� 7137（10番人気）
枠連票数 計 188603 的中 （2－8） 9327（8番人気）
馬連票数 計 637291 的中 �� 29941（5番人気）
馬単票数 計 298777 的中 �� 8198（9番人気）
ワイド票数 計 425198 的中 �� 17358（5番人気）�� 2876（35番人気）�� 2393（41番人気）
3連複票数 計 983975 的中 ��� 3350（60番人気）
3連単票数 計1134442 的中 ��� 1025（230番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―33．9―45．5

上り4F45．3－3F34．7
勝馬の
紹 介

グランデメッシ �
�
父 セイントアレックス �

�
母父 ローエングリン デビュー 2018．7．1 福島8着

2016．4．10生 牡2黒鹿 母 ビューティサフラン 母母 サフランカーネギー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ミルキーブルー号の騎手横山和生は，第9日での負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 カガファランドール号の調教師大江原哲は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月26日まで平地競走に

出走できない。
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第１０日



21111 8月26日 曇 重 （30新潟2）第10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 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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 池添 謙一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B474＋101：53．7 3．3�
814 マイネルラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 532－ 81：54．44 7．4�
713 ヤマニンフォルツァ 牡3栗 56 笹川 翼土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 524＋ 21：55．25 35．1�

（大井）

22 ア カ ツ キ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 454－ 41：55．51� 6．3�

611 セイカメテオライト 牡3鹿 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 448＋ 4 〃 アタマ 27．7	
34 サトノオーサム 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：55．6クビ 3．1

47 セ ル ゲ イ 牡3芦 56 大野 拓弥窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478± 01：55．81� 6．3�
610 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 左海 誠二松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478＋ 21：56．43� 63．6�

（船橋）

23 ファルステーロ 牡3鹿 56 的場 勇人�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 430－14 〃 ハナ 288．5
35 サクラトップタイム 牡3鹿 56 江田 照男�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B468－121：56．5� 287．9�
11 フォルミダーブル 	3栗 56

53 ▲木幡 育也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B504＋ 81：57．13� 90．3�
815 ジュールドミュゲ 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋121：57．42 34．5�
46 スイスピリッツ 牡3芦 56 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B456－ 21：58．89 18．9�
712 テリングブロウ 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－102：01．1大差 231．5�
59 スペースオペラ 牡3鹿 56 丸田 恭介小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 486－ 42：02．9大差 293．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，270，000円 複勝： 47，231，700円 枠連： 15，657，600円
馬連： 66，151，400円 馬単： 32，721，200円 ワイド： 45，660，100円
3連複： 88，303，000円 3連単： 111，718，700円 計： 441，713，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 190円 � 570円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，710円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 38，310円

票 数

単勝票数 計 342700 的中 � 80917（2番人気）
複勝票数 計 472317 的中 � 98416（1番人気）� 66925（3番人気）� 15758（8番人気）
枠連票数 計 156576 的中 （5－8） 12368（5番人気）
馬連票数 計 661514 的中 �� 40485（7番人気）
馬単票数 計 327212 的中 �� 11348（7番人気）
ワイド票数 計 456601 的中 �� 30108（2番人気）�� 6560（19番人気）�� 4637（26番人気）
3連複票数 計 883030 的中 ��� 6543（33番人気）
3連単票数 計1117187 的中 ��� 2114（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．1―49．1―1：02．0―1：14．2―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン サ ム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．8．26 新潟7着

2015．1．22生 牡3栗 母 バロネスサッチャー 母母 Natkeeta 8戦1勝 賞金 13，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイスピリッツ号・テリングブロウ号・スペースオペラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年9月26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 アイリスト号・サムシングクール号・シゲルレンコン号・スズヨブラック号・ヒズライフ号・フジサンデルタ号・

ブルベアエゴマ号・モカチョウサン号・ワンダースラガン号
※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。

21112 8月26日 曇 重 （30新潟2）第10日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：09．2
1：08．7

重
重

611 ルソンデュレーヴ 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：11．6 7．2�
712 カ エ デ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 B462± 0 〃 クビ 12．5�
59 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 528＋ 21：12．02 1．7�
47 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 三浦 皇成東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B442－ 21：12．21� 13．3�
610 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B448－ 21：12．3� 11．1	
815 ダンシングシスター 牝3栗 54

52 △藤田菜七子吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 468＋161：12．51� 54．5

23 ビビッドプルメージ 牡3青鹿56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 478－ 61：13．03 5．9�
34 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 478＋121：13．1� 34．1�
814 リリカルドーン 牝3栗 54 大野 拓弥ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490 ―1：13．41� 18．8
11 ハッピーハッピー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 470＋ 2 〃 クビ 149．2�
22 チャーミングボイス 牝3鹿 54 西田雄一郎岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 476＋ 51：13．5� 296．0�
35 ホウオウカーニバル 牡3鹿 56 江田 照男小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B462± 01：13．6クビ 263．4�
713 トーアエグレット 牝3鹿 54 北村 宏司高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 490＋ 8 〃 クビ 192．9�
58 マイネルニュース 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B470－121：14．87 90．0�
46 ハーモニームーア 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 石毛 善彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488 ―1：19．6大差 124．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，111，600円 複勝： 109，005，300円 枠連： 14，433，400円
馬連： 61，456，300円 馬単： 40，080，500円 ワイド： 45，014，500円
3連複： 88，661，700円 3連単： 139，694，600円 計： 535，457，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 210円 � 110円 枠 連（6－7） 2，840円

馬 連 �� 7，030円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 27，400円

票 数

単勝票数 計 371116 的中 � 41108（3番人気）
複勝票数 計1090053 的中 � 45591（6番人気）� 50209（5番人気）� 740033（1番人気）
枠連票数 計 144334 的中 （6－7） 3932（9番人気）
馬連票数 計 614563 的中 �� 6768（19番人気）
馬単票数 計 400805 的中 �� 1990（37番人気）
ワイド票数 計 450145 的中 �� 7299（17番人気）�� 44998（2番人気）�� 33172（5番人気）
3連複票数 計 886617 的中 ��� 29282（10番人気）
3連単票数 計1396946 的中 ��� 3696（82番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―12．3―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルソンデュレーヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2017．10．22 東京5着

2015．1．27生 牝3鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔騎手変更〕 トーアエグレット号の騎手横山和生は，第9日での負傷のため北村宏司に変更。
〔その他〕 カエデ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーモニームーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月26日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 カエデ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月26日まで出走できない。
※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 インペリアルエア号・カレンナヴォーグ号・ムーンケリー号



21113 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第5競走 ��1，200�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
1：08．7
1：07．8

良
良

714 ウィンターリリー 牝2芦 54
53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 438 ―1：11．1 7．0�

59 エ コ ロ ト ム 牡2鹿 54
52 △藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 454 ―1：11．31� 9．0�

47 ナムラピアス 牝2黒鹿54 北村 宏司奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 456 ―1：11．62 14．3�
611 ハクサンストロング 牡2栗 54 田中 勝春河﨑 五市氏 清水 久詞 新ひだか 田湯牧場 458 ― 〃 クビ 4．0�
36 スリーヴリーグ 牡2栗 54 津村 明秀�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 526 ― 〃 ハナ 3．9�
35 アイファーブリッジ 牝2黒鹿54 江田 照男中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 408 ―1：11．81 14．9	
815 ミ ス プ ロ ト 牝2鹿 54 松岡 正海福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 438 ―1：11．9� 17．3

24 ファーマパール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也中西 功氏 谷原 義明 浦河 グランデファーム 424 ―1：12．32� 112．7�
817 ケンブリッジウィズ 牝2栗 54 嘉藤 貴行中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 428 ― 〃 クビ 90．2�
12 サパムーカンチャイ 牝2鹿 54 大野 拓弥ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 442 ―1：12．51� 7．6�
48 メドウスイート 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新冠 浜口牧場 434 ―1：12．71� 25．1�
612 バ イ ラ ー ル 牝2栗 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 402 ―1：13．33� 188．9�
510 ダンシングタムタム 牡2鹿 54 西田雄一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 406 ―1：13．4� 114．4�
816 マリノシンガ 牝2青 54 丸田 恭介矢野まり子氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 398 ―1：13．5� 131．4�
11 シゲルネコライト 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 398 ―1：13．71� 85．9�
713 ファストジャパン 牡2栗 54 笹川 翼小原準一郎氏 中野 栄治 新冠 アラキフアーム 438 ―1：14．33� 202．3�

（大井）

23 ランペドゥーザ 牝2栗 54 岩部 純二ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 472 ―1：14．4� 120．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，264，600円 複勝： 38，754，700円 枠連： 18，031，300円
馬連： 60，118，900円 馬単： 29，221，300円 ワイド： 37，674，000円
3連複： 78，498，100円 3連単： 94，925，700円 計： 390，488，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 310円 � 410円 枠 連（5－7） 3，000円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，190円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 56，220円

票 数

単勝票数 計 332646 的中 � 40040（3番人気）
複勝票数 計 387547 的中 � 48096（3番人気）� 32818（5番人気）� 22878（7番人気）
枠連票数 計 180313 的中 （5－7） 4650（14番人気）
馬連票数 計 601189 的中 �� 15386（13番人気）
馬単票数 計 292213 的中 �� 3662（25番人気）
ワイド票数 計 376740 的中 �� 8925（12番人気）�� 8226（14番人気）�� 4899（26番人気）
3連複票数 計 784981 的中 ��� 4875（42番人気）
3連単票数 計 949257 的中 ��� 1224（196番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．8―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．8―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンターリリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2016．3．13生 牝2芦 母 チャプレット 母母 ブレスマイソウル 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

21114 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 マルーンエンブレム 牝3栗 52
50 △藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 382± 01：59．1 5．5�

815 アバルラータ 牝4鹿 55 石橋 脩安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 446± 01：59．31� 3．7�
35 アストラサンタン 牝3青鹿52 幸 英明丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458± 01：59．4� 5．3�
11 ロフティフレーズ 牝3黒鹿52 松岡 正海水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444± 0 〃 ハナ 14．9�
58 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 41：59．71	 26．5	
713 ラブリーアモン 牝5青 55 津村 明秀平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 488－ 2 〃 クビ 16．8

611 クライベイビー 牝4栗 55 石川裕紀人�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 82：00．02 41．2�
23 イタリアンホワイト 牝4芦 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋162：00．42� 3．5�
814 レッドリュンヌ 牝5栗 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438＋ 62：00．5	 141．8
610 エイシンデルフィー 牝3栗 52 �島 克駿�栄進堂 今野 貞一 浦河 高村牧場 450± 02：00．6� 176．6�
34 サクラレイメイ 牝3黒鹿52 北村 宏司�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 462＋ 22：00．7	 20．9�
46 ミッキークロス 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 育也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434＋182：01．01	 13．0�
712 スターリバー 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 424＋ 42：01．31	 444．5�
59 サングリアロッサ 牝3黒鹿52 宮崎 北斗�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 424＋ 62：02．04 506．2�
47 トーホウディアーナ 牝3黒鹿52 丸田 恭介東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 444－ 22：03．9大差 324．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，566，800円 複勝： 59，762，700円 枠連： 19，993，100円
馬連： 78，916，100円 馬単： 34，781，100円 ワイド： 50，356，200円
3連複： 106，536，100円 3連単： 128，964，600円 計： 519，876，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（2－8） 350円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 490円 �� 610円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 405668 的中 � 58434（4番人気）
複勝票数 計 597627 的中 � 69892（4番人気）� 131012（1番人気）� 92276（3番人気）
枠連票数 計 199931 的中 （2－8） 43550（1番人気）
馬連票数 計 789161 的中 �� 44204（5番人気）
馬単票数 計 347811 的中 �� 9669（10番人気）
ワイド票数 計 503562 的中 �� 25838（5番人気）�� 20330（6番人気）�� 36225（2番人気）
3連複票数 計1065361 的中 ��� 39530（4番人気）
3連単票数 計1289646 的中 ��� 8563（21番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．4―11．8―12．4―12．6―12．3―11．4―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．3―47．1―59．5―1：12．1―1：24．4―1：35．8―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 5（9，10）1（3，6，15）（4，11，2，7）（14，8，13）－12 4 5，9（1，10）（3，6，15）（4，11，2）（14，8，13）－（12，7）

勝馬の
紹 介

マルーンエンブレム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．12．28 中山6着

2015．3．30生 牝3栗 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 4戦2勝 賞金 15，500，000円



21115 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第7競走 ��
��2，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．9

良
良

813 サンデームーティエ 牡4栗 57 柴田 大知戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 440－ 42：14．3 3．2�
44 カ ラ ル 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 4．0�
711 ワタシヲマッテル 牝3栗 52 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456± 02：14．4クビ 31．4�
33 ラ プ ル ー ズ �5鹿 57 	島 克駿西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B480＋ 22：14．61
 24．7�
22 ヒラボクビューン �4鹿 57 池添 謙一�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 460± 02：14．8� 12．0	
11 ウインクリムゾン 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 42：14．9� 50．4

710 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 石川裕紀人市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468＋10 〃 ハナ 37．9�
45 オワゾードール 牡3鹿 54 幸 英明 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460－ 82：15．0クビ 61．4�
57 インペリアルフィズ 牡4栗 57 津村 明秀 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 10．9
56 � コスモリョウゲツ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 456± 02：15．2� 102．9�
812 ウイングセクション 牡3栗 54 江田 照男 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 21．6�
69 バリンジャー �4栗 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 434± 0 〃 ハナ 3．0�
68 � ブライトサーベル 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 484＋ 22：16．810 90．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，645，300円 複勝： 40，930，200円 枠連： 16，030，000円
馬連： 71，161，700円 馬単： 32，225，500円 ワイド： 43，934，000円
3連複： 94，112，400円 3連単： 121，074，400円 計： 450，113，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 490円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，200円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 17，890円

票 数

単勝票数 計 306453 的中 � 74671（2番人気）
複勝票数 計 409302 的中 � 79372（2番人気）� 77043（3番人気）� 15172（8番人気）
枠連票数 計 160300 的中 （4－8） 17933（2番人気）
馬連票数 計 711617 的中 �� 78221（3番人気）
馬単票数 計 322255 的中 �� 16599（4番人気）
ワイド票数 計 439340 的中 �� 37179（3番人気）�� 8863（13番人気）�� 7612（17番人気）
3連複票数 計 941124 的中 ��� 13899（16番人気）
3連単票数 計1210744 的中 ��� 4906（49番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―12．9―13．2―12．3―11．9―11．2―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．3―36．3―49．2―1：02．4―1：14．7―1：26．6―1：37．8―1：49．6―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンデームーティエ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．8．27 新潟4着

2014．4．10生 牡4栗 母 ミサトペニー 母母 ペニーアップ 20戦3勝 賞金 39，243，000円
〔騎手変更〕 コスモリョウゲツ号の騎手横山和生は，第9日での負傷のため木幡巧也に変更。

21116 8月26日 曇 重 （30新潟2）第10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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

58 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496± 01：11．6 2．6�
815� ラヴタクティクス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 502＋11 〃 クビ 29．7�
712 シアトルトウショウ 牝3青鹿52 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋ 41：11．7クビ 33．6�
814 アルベルティーヌ 牝3黒鹿52 笹川 翼村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 434－101：11．91� 11．1�

（大井）

47 スカイソング 牝4芦 55 江田 照男西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 474± 0 〃 ハナ 143．6	

23 スビールアスール 牝4黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 476± 01：12．11� 3．5

611� フレンドアリス 牝3栗 52 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 444＋ 21：12．2� 131．9�
34 ジョリガーニャント 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 B494＋42 〃 クビ 141．4�
59 スプリットステップ 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 512＋121：12．3	 5．0
713 ホ ノ カ 牝4鹿 55

53 △藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：12．61� 20．9�
610 ウォルプタス 牝4青鹿55 
島 克駿本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 450＋ 21：12．92 93．6�
46 ミンネザング 牝4鹿 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：13．11 11．4�
11 アルマユディト 牝3黒鹿52 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 496＋161：13．52	 17．3�
22 � ユウギリジョウ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 448＋ 61：14．24 311．7�
35 アイアムビューティ 牝4鹿 55 左海 誠二堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 440＋ 41：15．58 83．9�

（船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，206，300円 複勝： 56，239，600円 枠連： 22，751，700円
馬連： 100，136，800円 馬単： 47，554，400円 ワイド： 63，893，600円
3連複： 132，332，200円 3連単： 174，906，300円 計： 643，020，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 640円 � 620円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，670円 �� 7，770円

3 連 複 ��� 30，030円 3 連 単 ��� 132，640円

票 数

単勝票数 計 452063 的中 � 135274（1番人気）
複勝票数 計 562396 的中 � 142308（1番人気）� 18049（9番人気）� 18627（8番人気）
枠連票数 計 227517 的中 （5－8） 19161（4番人気）
馬連票数 計1001368 的中 �� 17961（12番人気）
馬単票数 計 475544 的中 �� 6079（20番人気）
ワイド票数 計 638936 的中 �� 12295（13番人気）�� 9935（14番人気）�� 2063（49番人気）
3連複票数 計1323322 的中 ��� 3304（74番人気）
3連単票数 計1749063 的中 ��� 956（346番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―12．4―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―46．0―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 ・（3，4）（2，8）15（14，9）－13（10，12）（5，11）7－6＝1 4 ・（3，4）8（2，14，15）9，13，10，12－（5，11）7－6＝1

勝馬の
紹 介

ハヤブサレディゴー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．1．24 中山4着

2013．4．10生 牝5栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 22戦3勝 賞金 53，050，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21117 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

810 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 420－ 81：34．5 5．3�
77 ルタンデュボヌール 牡4黒鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478± 0 〃 クビ 6．3�
11 マサノヒロイン 牝5鹿 55 大野 拓弥中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 496＋10 〃 アタマ 21．1�
22 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 466－ 61：34．71 2．6�
44 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 41：34．8クビ 34．4	
78 エルビッシュ 牝5黒鹿55 三浦 皇成吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 3．2

55 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿52 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 472－ 61：35．01� 10．8�
89 ペルソナリテ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 2 〃 ハナ 79．5�
66 サバイバルポケット 牝5鹿 55 丸田 恭介福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：35．1	 40．1
33 クインズサン 牡5青 57 石川裕紀人 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 浦河 日進牧場 450－ 61：35．2
 47．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，765，500円 複勝： 63，951，400円 枠連： 21，389，800円
馬連： 113，766，800円 馬単： 56，899，400円 ワイド： 66，005，200円
3連複： 155，845，300円 3連単： 254，057，900円 計： 788，681，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 250円 � 450円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，660円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 34，330円

票 数

単勝票数 計 567655 的中 � 84191（3番人気）
複勝票数 計 639514 的中 � 75408（3番人気）� 70620（4番人気）� 33000（6番人気）
枠連票数 計 213898 的中 （7－8） 24569（2番人気）
馬連票数 計1137668 的中 �� 41646（8番人気）
馬単票数 計 568994 的中 �� 11703（15番人気）
ワイド票数 計 660052 的中 �� 23567（8番人気）�� 10026（17番人気）�� 9053（18番人気）
3連複票数 計1558453 的中 ��� 12672（27番人気）
3連単票数 計2540579 的中 ��� 5365（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．8―49．0―1：00．9―1：11．9―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ カ ビ ト ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．10．23 新潟1着

2014．5．10生 牝4鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 9戦4勝 賞金 56，145，000円

21118 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時10分 （芝・左）
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1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎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）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

814 ワンスインナムーン 牝5鹿 55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：19．7 2．4�
59 ショウナンライズ 牡5栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 470＋ 21：19．91	 5．6�
34 コウエイタケル 牡7鹿 56 
島 克駿伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502－ 21：20．32� 11．1�
815� ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿54 北村 宏司�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 480－ 21：20．93� 4．1�
23 ジューヌエコール 牝4鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498＋141：21．11	 10．4�
46 トーセンデューク 牡7鹿 56 木幡 巧也島川 	哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 39．3

11 トウショウドラフタ 牡5栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－121：21．31	 7．9�
22 コスモドーム 牡7鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 41：21．4 50．6
35 ノットフォーマル 牝6黒鹿54 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B478＋10 〃 クビ 38．5�
47 � シベリアンスパーブ 牡9鹿 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 514± 01：21．61	 52．1�
610� スタークニナガ 牡3青鹿53 松岡 正海須田 靖之氏 田中 正二 新ひだか 谷岡スタット 428± 01：22．02� 117．4�

（北海道）

58 � ブレイズアトレイル 牡9芦 57 笹川 翼前田 敏文氏 山田 信大 安平 ノーザンファーム 500－12 〃 アタマ 195．4�
（船橋） （大井）

712� ジョワラルム 牡4栗 56 左海 誠二遠藤 裕之氏 伊藤 滋規 浦河 王蔵牧場 476＋ 11：22．53 151．4�
（船橋） （船橋）

713� プリヴィレッジ 牡3鹿 53 菅原 俊吏会田 裕一氏 伊藤 和忍 日高 豊洋牧場 B450－101：23．13� 473．3�
（岩手） （岩手）

611� エデンロック 牡8鹿 56 菅原 辰徳会田 裕一氏 伊藤 和忍 千歳 社台ファーム 444－ 5 〃 ハナ 464．0�
（岩手） （岩手）

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，943，500円 複勝： 59，909，500円 枠連： 34，696，200円
馬連： 144，292，000円 馬単： 59，259，400円 ワイド： 72，088，400円
3連複： 188，995，000円 3連単： 271，790，500円 計： 880，974，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 240円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 510円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 499435 的中 � 163794（1番人気）
複勝票数 計 599095 的中 � 134562（1番人気）� 89641（3番人気）� 52910（5番人気）
枠連票数 計 346962 的中 （5－8） 52549（1番人気）
馬連票数 計1442920 的中 �� 151116（2番人気）
馬単票数 計 592594 的中 �� 37264（2番人気）
ワイド票数 計 720884 的中 �� 54200（2番人気）�� 36219（5番人気）�� 22599（11番人気）
3連複票数 計1889950 的中 ��� 71044（5番人気）
3連単票数 計2717905 的中 ��� 28305（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．4―11．6―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．5―44．9―56．5―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 新潟1着

2013．2．1生 牝5鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 20戦7勝 賞金 164，415，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 トーセンデューク号の騎手横山和生は，第9日での負傷のため木幡巧也に変更。
※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。

２レース目



21119 8月26日 曇 稍重 （30新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第38回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

66 ケイデンスコール 牡2鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：35．5 2．4�
79 アンブロークン 牡2栗 54 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 4．6�
78 スティルネス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 422＋ 2 〃 ハナ 38．9�
811 ジ ョ デ ィ ー 牝2鹿 54 池添 謙一小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋161：35．81� 5．4�
44 エイシンゾーン 牝2鹿 54 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 428± 01：36．01� 7．8	
22 エルモンストロ 牡2鹿 54 蛯名 正義�KTレーシング 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 462－ 21：36．1クビ 9．5

33 オーパキャマラード 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 490＋161：36．41	 71．7�
11 エンパイアシュアー 牡2鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 460＋ 61：36．5	 180．8�
55 ロードアクア 牡2鹿 54 
島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 61：36．71� 15．1
67 エイカイキャロル 牝2鹿 54 北村 宏司二木 英德氏 藤原 英昭 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458± 0 〃 クビ 22．3�
810 ヤサカリベルテ 牡2栗 54 津村 明秀志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446－ 81：37．55 285．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 227，841，000円 複勝： 199，362，500円 枠連： 67，465，400円 馬連： 525，581，500円 馬単： 226，572，500円
ワイド： 214，627，100円 3連複： 662，237，300円 3連単： 1，277，526，900円 5重勝： 564，196，100円 計： 3，965，410，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 550円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，350円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 15，950円

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

キャリーオーバー なし����� 122，080円

票 数

単勝票数 計2278410 的中 � 763267（1番人気）
複勝票数 計1993625 的中 � 544847（1番人気）� 368001（2番人気）� 57732（8番人気）
枠連票数 計 674654 的中 （6－7） 114462（1番人気）
馬連票数 計5255815 的中 �� 751725（1番人気）
馬単票数 計2265725 的中 �� 177766（1番人気）
ワイド票数 計2146271 的中 �� 264475（1番人気）�� 36698（20番人気）�� 26884（24番人気）
3連複票数 計6622373 的中 ��� 104077（19番人気）
3連単票数 計12775269 的中 ��� 58064（58番人気）
5重勝票数 計5641961 的中 ����� 3235

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―12．7―12．5―11．4―10．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．3―49．0―1：01．5―1：12．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイデンスコール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．6．30 中京2着

2016．2．11生 牡2鹿 母 インダクティ 母母 ホールオブフェーム 3戦2勝 賞金 39，192，000円

21120 8月26日 曇 重 （30新潟2）第10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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 500－ 21：11．5 1．6�
712 メイショウバイタル 牡3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 498＋ 41：11．71 6．1�
23 タイセイシュラーク 牡3黒鹿54 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 482－ 21：12．23 18．4�
713 トワードポラリス �4黒鹿57 笹川 翼吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 464＋ 81：12．41� 62．0�

（大井）

58 カ タ ナ 牡3鹿 54 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 474＋ 4 〃 クビ 7．7�
47 エースロッカー 牡3栗 54 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 490＋ 21：12．5クビ 14．6	
46 ケイアイテディ 牡3栗 54 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B460－10 〃 クビ 22．6

11 セレノグラフィー �5黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B498＋ 61：12．92� 42．5�
815 ラブリーアゲン 牝3黒鹿 52

49 ▲山田 敬士浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 434＋ 41：13．11 114．8�
22 エ ル ヴ ス 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 的場 均 新冠 村上牧場 476＋ 4 〃 クビ 73．6
610 ムテキノオジョウ 牝3芦 52 武士沢友治國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 454＋ 81：13．2クビ 237．2�
59 コ コ ロ ザ シ �3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 424－10 〃 ハナ 370．7�
35 スリーチェイサー 牡3鹿 54

52 △藤田菜七子永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466± 01：13．41� 11．0�
34 	 サコウイッパク 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也村島 昭男氏 的場 均 新ひだか 木村 秀則 498－ 31：13．6
 127．3�
611 ドリームジャンボ 牝3鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 474＋ 41：15．5大差 33．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，108，200円 複勝： 138，485，400円 枠連： 49，234，500円
馬連： 214，042，100円 馬単： 112，449，800円 ワイド： 134，646，000円
3連複： 313，377，000円 3連単： 536，958，100円 計： 1，599，301，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 290円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 220円 �� 520円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計1001082 的中 � 475975（1番人気）
複勝票数 計1384854 的中 � 680164（1番人気）� 160428（2番人気）� 59641（7番人気）
枠連票数 計 492345 的中 （7－8） 92195（1番人気）
馬連票数 計2140421 的中 �� 415597（1番人気）
馬単票数 計1124498 的中 �� 160098（1番人気）
ワイド票数 計1346460 的中 �� 185725（1番人気）�� 62420（4番人気）�� 26632（12番人気）
3連複票数 計3133770 的中 ��� 139026（3番人気）
3連単票数 計5369581 的中 ��� 92030（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．7―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフィアー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．5．30生 牡4栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 13戦3勝 賞金 39，500，000円
〔騎手変更〕 ムテキノオジョウ号の騎手横山和生は，第9日での負傷のため武士沢友治に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ブライティアシップ号
（非抽選馬） 1頭 ノーボーダー号
※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。

５レース目



（30新潟2）第10日 8月26日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

239，600，000円
22，260，000円
1，320，000円
28，030，000円
71，517，500円
4，711，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
714，262，000円
889，030，000円
315，202，900円
1，558，070，900円
729，478，700円
854，045，500円
2，088，367，300円
3，323，307，600円
564，196，100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 11，035，961，000円

総入場人員 13，862名 （有料入場人員 11，819名）
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