
21073 8月18日 晴 稍重 （30新潟2）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：33．4
1：32．3

良
良

78 ミ チ ビ キ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 81：36．6 7．9�
67 ハミングデイズ 牝2鹿 54 津村 明秀飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 454－ 8 〃 ハナ 8．8�
55 エイシンロード 牝2黒鹿54 福永 祐一�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 480－ 41：36．7� 2．4�
11 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 61：36．91� 8．1�
66 ココリアッピア 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 432＋ 21：37．53� 13．7�
44 ニンジンムスメ 牝2鹿 54 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 406－ 21：37．71 238．3	
33 オトリコミチュウ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 432± 0 〃 アタマ 6．4

22 ホウオウブリュレ 牝2栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 61：37．8� 174．9�
79 ア ウ ト ラ ン 牝2栗 54 横山 和生鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 464＋ 21：37．9� 63．9�
810 キアレッツァ 牝2黒鹿54 北村 宏司 キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 418－ 41：38．11� 6．2�
811 ナ ミ ノ ハ ナ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 弘之 412± 01：40．4大差 299．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，640，400円 複勝： 44，214，900円 枠連： 9，756，200円
馬連： 54，835，200円 馬単： 29，099，100円 ワイド： 36，080，700円
3連複： 70，643，800円 3連単： 102，582，400円 計： 373，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 170円 � 210円 � 120円 枠 連（6－7） 1，790円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 890円 �� 410円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 266404 的中 � 28236（4番人気）
複勝票数 計 442149 的中 � 62393（3番人気）� 43797（6番人気）� 118417（1番人気）
枠連票数 計 97562 的中 （6－7） 4203（9番人気）
馬連票数 計 548352 的中 �� 12554（16番人気）
馬単票数 計 290991 的中 �� 3014（35番人気）
ワイド票数 計 360807 的中 �� 9485（16番人気）�� 22823（5番人気）�� 29974（2番人気）
3連複票数 計 706438 的中 ��� 29431（9番人気）
3連単票数 計1025824 的中 ��� 3803（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．7―49．7―1：02．4―1：13．5―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ チ ビ キ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．7．28 新潟3着

2016．4．24生 牝2黒鹿 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 キアレッツァ号の調教師萩原清は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。

21074 8月18日 晴 稍重 （30新潟2）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時45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

610 マイネルバトゥータ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 458＋ 61：13．0 1．8�

57 エコロディアマンテ 牡2鹿 54
53 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 470－ 41：13．53 14．0�

45 セ ド ナ 牡2黒鹿54 北村 宏司桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 460± 01：14．24 40．6�
11 ラブミーサアヤ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 462＋ 61：14．83� 16．1�
46 シゲルホタルイシ 牡2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B474＋ 41：15．01� 120．0�
813 ヒマワリオジョウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 422－ 21：15．1� 6．3	
814 ア プ ラ ウ ス 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 394± 0 〃 クビ 22．9

69 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 54

51 ▲山田 敬士小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 434－ 21：15．31� 6．6�
712 ジュラブスカイト 牡2栗 54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 21：15．5� 22．8�
711 クリスタルボール 牝2黒鹿54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 森永牧場 422－201：16．03 84．7
33 タマモキャペリン 牝2鹿 54 嶋田 純次タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 438－ 21：16．1� 94．4�
58 ミーラークルム 牝2黒鹿54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 中村 雅明 464± 01：16．2� 187．8�
22 マイネルホライゾン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 41：17．68 21．8�
34 ショパンラブ 牝2黒鹿54 岩部 純二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 438－ 41：22．3大差 409．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，766，500円 複勝： 60，920，800円 枠連： 12，973，900円
馬連： 48，918，000円 馬単： 29，806，700円 ワイド： 33，036，200円
3連複： 74，263，600円 3連単： 100，917，000円 計： 387，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 440円 枠 連（5－6） 730円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 420円 �� 770円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 267665 的中 � 124235（1番人気）
複勝票数 計 609208 的中 � 401003（1番人気）� 27549（4番人気）� 12427（9番人気）
枠連票数 計 129739 的中 （5－6） 13639（3番人気）
馬連票数 計 489180 的中 �� 48676（3番人気）
馬単票数 計 298067 的中 �� 18897（3番人気）
ワイド票数 計 330362 的中 �� 21818（3番人気）�� 10871（9番人気）�� 2558（30番人気）
3連複票数 計 742636 的中 ��� 11539（17番人気）
3連単票数 計1009170 的中 ��� 4699（56番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．6―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―35．9―48．4―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルバトゥータ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2018．7．14 福島3着

2016．4．30生 牡2鹿 母 スマートダズル 母母 ヨシファンタジア 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 ヒマワリオジョウ号の調教師谷原義明は，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〕 マイネルホライゾン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月18日まで平

地競走に出走できない。
ショパンラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月18日まで平地競
走に出走できない。

※出走取消馬 バニラオーキッド号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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 キチロクタービン号・セイスピカ号・プラサデトロス号・リュウノイブキ号

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７日



21075 8月18日 晴 稍重 （30新潟2）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・左）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

611 アポロプリンセス 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B480＋ 21：54．2 7．5�

610 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 450－ 61：55．47 2．2�

22 レイナグラシア 牝3栗 54 北村 宏司広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 474＋ 2 〃 クビ 60．9�
814 アルファルミナス 牝3黒鹿54 横山 和生�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 450－161：55．61� 125．5�
34 イディナローク 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 452＋101：55．91� 9．0�
35 ヴォレダンルシエル 牝3青鹿54 石川裕紀人 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B432± 01：56．11� 4．9

59 ハッピーオーキッド 牝3鹿 54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 81：56．42 5．7�
23 ミセスユウコチャン 牝3栗 54 宮崎 北斗長谷川 彰氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 446－ 4 〃 ハナ 45．4�
47 セントリフュージ 牝3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 61：56．93 15．4
58 アンシンカブル 牝3栗 54 柴田 大知水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 416＋ 61：57．22 182．6�
11 オレンジヒロイン 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426－ 61：58．26 121．7�
712 コ ニ フ ァ ー 牝3栗 54 江田 照男吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 472＋ 21：58．41� 237．4�
46 プリメラプリンセサ 牝3鹿 54 田中 勝春丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 450＋ 81：58．5� 136．7�
815 チーターイモン 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 432－ 21：59．67 203．9�
713 サクラノハナビラ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 408－ 42：02．9大差 22．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，148，700円 複勝： 35，925，800円 枠連： 14，640，500円
馬連： 51，162，600円 馬単： 26，282，800円 ワイド： 33，692，500円
3連複： 66，387，800円 3連単： 88，146，100円 計： 339，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 120円 � 950円 枠 連（6－6） 690円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 310円 �� 4，260円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 55，860円

票 数

単勝票数 計 231487 的中 � 24397（4番人気）
複勝票数 計 359258 的中 � 48459（3番人気）� 109383（1番人気）� 5949（9番人気）
枠連票数 計 146405 的中 （6－6） 16410（3番人気）
馬連票数 計 511626 的中 �� 59601（2番人気）
馬単票数 計 262828 的中 �� 9760（7番人気）
ワイド票数 計 336925 的中 �� 32366（3番人気）�� 1845（32番人気）�� 3764（22番人気）
3連複票数 計 663878 的中 ��� 4885（30番人気）
3連単票数 計 881461 的中 ��� 1144（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．1―49．2―1：02．1―1：14．6―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3
5（1，9）11，15－（6，7）13，4（8，10）－14，12，3，2
5，11－9，7，10，1，13（15，8）（4，2）6，14，12－3

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

勝馬の
紹 介

アポロプリンセス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．2．4 東京8着

2015．5．29生 牝3栗 母 イットービコー 母母 キープイットアップ 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チーターイモン号・サクラノハナビラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

9月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイリスト号・ディーズファクター号

21076 8月18日 晴 良 （30新潟2）第7日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時45分 （芝・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
1：59．7
1：56．1

良
良

59 エバーミランダ 牝3鹿 54 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 416＋ 22：02．9 6．1�
12 ラ テ ィ カ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 クビ 1．8�
510 ミスターオーネット 牡3栗 56 江田 照男醍醐 伸之氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 22：03．11 55．3�
36 ヘヴンアースマン 牡3青鹿56 北村 宏司岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 千葉飯田牧場 492－122：03．2� 7．5�
48 ニシノラヴコール 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 村上 欽哉 B446＋182：03．3� 37．3�
714 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 456＋ 2 〃 ハナ 6．5�
11 ウインスペリウス 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也	ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 432－ 2 〃 ハナ 115．8

612 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 430－ 62：03．62 27．7�
818 パワフルドンキ 牡3鹿 56 宮崎 北斗廣崎 利洋氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 474＋ 2 〃 クビ 30．6�
47 ザラストキャンディ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 442－16 〃 ハナ 207．1
713 スーパースナッズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：03．7� 164．3�
817 ピュアココロ 牝3青鹿54 武士沢友治鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 448＋ 82：03．91	 87．5�
611 ヤマニンセノーテ 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 454＋ 2 〃 ハナ 233．8�
35 アイリスロード 牝3青 54 田中 勝春 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 422± 02：04．11	 109．1�
23 シリウスインパクト 牡3鹿 56 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 474－ 42：04．42 27．0�
816 アイワナシーユー 牝3鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ	 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 404＋ 6 〃 ハナ 15．4�
715 アヴォーリオ 牝3栗 54 西田雄一郎�ターフ・スポート星野 忍 新ひだか 鳥谷 勝彦 450＋ 42：05．25 686．4�
24 ティエンラン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 山田牧場 446－ 82：05．51� 488．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，869，500円 複勝： 64，812，400円 枠連： 17，197，700円
馬連： 57，691，200円 馬単： 32，623，000円 ワイド： 46，187，000円
3連複： 85，340，300円 3連単： 114，708，300円 計： 454，429，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 110円 � 540円 枠 連（1－5） 450円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，830円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 25，690円

票 数

単勝票数 計 358695 的中 � 46316（2番人気）
複勝票数 計 648124 的中 � 70701（2番人気）� 310429（1番人気）� 14552（9番人気）
枠連票数 計 171977 的中 （1－5） 29329（1番人気）
馬連票数 計 576912 的中 �� 82509（1番人気）
馬単票数 計 326230 的中 �� 15923（4番人気）
ワイド票数 計 461870 的中 �� 54713（1番人気）�� 3675（29番人気）�� 10506（12番人気）
3連複票数 計 853403 的中 ��� 13158（13番人気）
3連単票数 計1147083 的中 ��� 3236（67番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．1―13．7―12．8―12．9―12．2―12．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．6―49．3―1：02．1―1：15．0―1：27．2―1：39．8―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エバーミランダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2018．1．21 中山7着

2015．5．11生 牝3鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 4戦1勝 賞金 8，300，000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 ペイシェンス号



21077 8月18日 晴 良 （30新潟2）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時35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
2：01．8
1：59．8

良
良

22 ロジャーバローズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 飛野牧場 484 ―2：02．5 2．5�
11 ポイントオブオナー 牡2栗 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 454 ―2：02．71� 61．9�
34 ミケランジェロ 牡2青鹿54 石橋 脩梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446 ―2：02．8� 33．1�
33 アドマイヤユラナス 牡2鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494 ―2：03．22� 3．0�
57 ニシノイタダキ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 484 ―2：03．41� 17．6�
69 ゴシキセントウキ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 聖心台牧場 482 ―2：03．61 33．4�
58 ダイシンインディー 牡2栗 54 福永 祐一大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 530 ―2：03．7� 4．5	
45 スターオブオナー 牡2栗 54 北村 宏司 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 アタマ 17．9�
813 グローリースター 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 浜本牧場 412 ―2：04．12� 202．5�
814 キ ュ ア ン 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 506 ―2：04．41� 41．2
610 マイネルジャーニー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 浦河 笹島 智則 470 ―2：05．14 108．3�
46 フルヒロブラック 牡2青鹿54 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 444 ―2：06．05 128．9�
711 ヨシノグッドラック 牡2黒鹿54 津村 明秀清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508 ―2：07．9大差 177．9�
712 キタノオドリコ 牝2鹿 54 内田 博幸河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 486 ―2：08．0� 65．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，138，000円 複勝： 36，561，800円 枠連： 15，616，400円
馬連： 51，190，300円 馬単： 28，641，100円 ワイド： 35，515，500円
3連複： 71，026，700円 3連単： 97，258，800円 計： 375，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 940円 � 540円 枠 連（1－2） 6，350円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，090円 �� 7，080円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 87，050円

票 数

単勝票数 計 401380 的中 � 130645（1番人気）
複勝票数 計 365618 的中 � 96428（1番人気）� 7618（10番人気）� 14305（7番人気）
枠連票数 計 156164 的中 （1－2） 1905（21番人気）
馬連票数 計 511903 的中 �� 7121（17番人気）
馬単票数 計 286411 的中 �� 2759（23番人気）
ワイド票数 計 355155 的中 �� 5128（16番人気）�� 8663（11番人気）�� 1254（49番人気）
3連複票数 計 710267 的中 ��� 2754（49番人気）
3連単票数 計 972588 的中 ��� 810（210番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．5―13．1―12．6―12．3―12．6―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．9―48．4―1：01．5―1：14．1―1：26．4―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロジャーバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Librettist 初出走

2016．1．24生 牡2鹿 母 リトルブック 母母 Cal Norma’s Lady 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21078 8月18日 晴 稍重 （30新潟2）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時05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

59 カシマフウリン 牝3栗 54 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 478＋ 41：13．0 7．9�
611 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 61：13．1� 4．0�
712 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B464＋ 41：13．63 5．4�
610 グラチダオン 牡3黒鹿56 柴田 大知�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 B498－14 〃 クビ 41．2�
47 トモジャスティス 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 498＋ 81：13．7クビ 10．2�
23 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 454＋ 2 〃 クビ 11．5	
11 ラッシュウィン �3鹿 56

53 ▲山田 敬士岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B452＋ 21：14．23 2．5

46 ウェディングフォト 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 61：15．15 64．5�
815 ニシノシノブ 牝3芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 B442＋ 61：15．31 61．2�
713 ハッピーメモリアル 牝3鹿 54 原田 和真 友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 456－141：15．4	 206．9�
814 ヒロノブシドウ 牡3黒鹿56 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 新冠 長浜牧場 508＋141：15．93 109．2�
35 ヒナクイックワン 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子西村 亮二氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 B488＋101：16．0クビ 27．8�
34 キュアエンジェル 牝3鹿 54 宮崎 北斗 YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 430－ 8 〃 クビ 326．2�
58 メ ロ ス 牡3黒鹿56 北村 宏司島井新一郎氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋201：16．74 87．4�
22 チャンピオンノホシ 牡3芦 56 武士沢友治坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 542＋121：16．8クビ 265．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，763，800円 複勝： 39，232，700円 枠連： 14，423，600円
馬連： 61，785，800円 馬単： 28，585，000円 ワイド： 39，280，000円
3連複： 78，724，100円 3連単： 100，769，700円 計： 396，564，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 150円 � 160円 枠 連（5－6） 1，160円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 540円 �� 660円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 337638 的中 � 33958（4番人気）
複勝票数 計 392327 的中 � 43262（4番人気）� 76372（2番人気）� 66065（3番人気）
枠連票数 計 144236 的中 （5－6） 9633（4番人気）
馬連票数 計 617858 的中 �� 33179（5番人気）
馬単票数 計 285850 的中 �� 7870（9番人気）
ワイド票数 計 392800 的中 �� 18340（4番人気）�� 14516（9番人気）�� 29492（2番人気）
3連複票数 計 787241 的中 ��� 31213（5番人気）
3連単票数 計1007697 的中 ��� 6317（30番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．0―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシマフウリン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2017．12．2 中山8着

2015．4．10生 牝3栗 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 8戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 コトブキ号の騎手伊藤工真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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・カプリロマン号・ランドキングスター号



晴 良 競走
（芝・直線）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

グラスレガシー 黒鹿 的場 勇人半沢 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場

ボ ナ デ ア 鹿 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志

サクラボヌール 栗 戸崎 圭太 さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット B

シエルクレール 鹿 ▲山田 敬士 カナヤマホール
ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 B 〃 ハナ

ペ テ ィ ヤ ン 黒鹿 ▲木幡 育也片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場

サンラボック 栗 田中 勝春 加藤ステーブル 宗像 義忠 日高 有限会社
ケイズ

プリンシアブラスカ 栗 西田雄一郎芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 〃 クビ

ブライトキャンバス 栗 津村 明秀 ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 〃 アタマ

レイヤーハート 栗 石橋 脩 サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム クビ

ローズピルグリム 青鹿 柴田 大知 ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義

ショウナンアイシス 青鹿 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム

レジーナカフェ 黒鹿 江田 照男西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場

ツィンクルペタル 黒鹿 横山 和生 シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム

グローリアススワン 鹿 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 〃 アタマ

フ ァ ゴ ッ ト 黒鹿 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場

スマートパートナー 栗 △藤田菜七子大川 徹氏 和田 勇介 新ひだか 飛野牧場

フロルセレジェイラ 鹿 石川裕紀人村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム B

クイーンダワジャー 鹿 原田 和真 H.R.H．プリンセス・ハヤ 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
F F

勝馬の
紹 介

グラスレガシー 父 ワークフォース 母父 Fusaichi Pegasus
母 グラスブロード 母母 Magic Broad

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンダワジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。
エクスポジション号

晴 稍重 競走
（ダート・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
重

シャインヴィットゥ 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 ：

コスモコレクション 栗 柴田 大知 ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ：
マイウェイアムール 青鹿 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ：
アーバンイェーガー 黒鹿 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ：
トウショウデュエル 栗 大野 拓弥トウショウ産業 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 〃 アタマ

メダーリアフレイム 鹿 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s
Stud B 〃 クビ

スーパーアキラ 栗 津村 明秀井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 ：
ラインギャラント △藤田菜七子大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ：
シルバーストーン 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 〃 ハナ

ト ル マ リ 鹿 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ：
タキオンレイ 栗 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ：
スケールアップ 黒鹿 ▲山田 敬士髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 ：
オ ー ル イ ン 鹿 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ：
カポラヴォーロ 栗 三浦 皇成 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi ：

サンマルライバル 青鹿 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・ － ・

勝馬の
紹 介

シャインヴィットゥ 父 ファスリエフ 母父 ク ロ フ ネ
母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ

〔競走中止〕 サンマルライバル号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 マイウェイアムール号の騎手福永祐一は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ココロザシ号



21081 8月18日 晴 良 （30新潟2）第7日 第9競走 ��2，400�
い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左）

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

55 ショウナンラーゼン 牡3栃栗54 石橋 脩国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 470－ 42：27．2 12．7�
66 マ ス ラ オ �4栗 57 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440－ 22：27．41� 59．4�
33 インヴィクタ 牡4黒鹿57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：27．5� 1．4�
44 グリントオブライト 牝5栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446± 02：27．71� 3．9�
22 レッドボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 412－ 22：27．91� 20．6	
11 デクレアラー 牡3栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 10．3

77 ルックスマート 牡3鹿 54 三浦 皇成平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 484＋102：28．0
 14．9�
88 � プロヴェルビオ 牝4黒鹿55 藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：28．85 108．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，049，500円 複勝： 108，625，300円 枠連： 発売なし
馬連： 77，554，800円 馬単： 48，048，200円 ワイド： 37，520，700円
3連複： 74，732，200円 3連単： 219，181，200円 計： 603，711，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 240円 � 600円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 19，660円 馬 単 �� 47，980円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 390円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 137，580円

票 数

単勝票数 計 380495 的中 � 23869（4番人気）
複勝票数 計1086253 的中 � 37458（3番人気）� 11485（7番人気）� 811413（1番人気）
馬連票数 計 775548 的中 �� 3056（19番人気）
馬単票数 計 480482 的中 �� 751（39番人気）
ワイド票数 計 375207 的中 �� 2816（19番人気）�� 27527（3番人気）�� 9266（10番人気）
3連複票数 計 747322 的中 ��� 6610（22番人気）
3連単票数 計2191812 的中 ��� 1155（163番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．5―12．0―12．9―13．5―12．7―12．7―12．6―12．5―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．5―36．0―48．0―1：00．9―1：14．4―1：27．1―1：39．8―1：52．4―2：04．9―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8
1
3
5－6－1，4，7（2，3）－8
5，1（6，7）（4，3）2－8

2
4
5＝6（1，7）（4，2）3－8
5（1，7）6（4，3）2－8

勝馬の
紹 介

ショウナンラーゼン 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．3 京都16着

2015．5．10生 牡3栃栗 母 ヒカルドウキセイ 母母 カ タ リ ス ト 4戦1勝 賞金 15，009，000円
［他本会外：2戦1勝］

21082 8月18日 晴 稍重 （30新潟2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ストロベリームーン 牝4青鹿55 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 438± 01：10．9 1．8�
22 � アメリカンファクト 牡3栗 54 戸崎 圭太吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B500± 01：11．11	 4．2�
23 ソルプレーサ 牡6黒鹿57 西田雄一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B530± 01：11．2
 147．9�
11 � ハニージェイド 牝4黒鹿55 内田 博幸吉田 和子氏 �島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

472＋101：11．51
 11．8�
34 ミスズマンボ 牝5青鹿55 北村 宏司永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 446＋ 21：11．6	 83．0�
35 ドウカンヤマ 牡5栗 57 藤田菜七子一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500＋ 41：11．7
 36．0	
815 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 474± 01：11．8クビ 10．6

46 モルゲンロート 牡5鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 41：12．01	 15．4�
814 ウィズエモーション 牝5鹿 55 木幡 巧也 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488＋ 21：12．42	 446．3
611 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 57 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476－ 6 〃 ハナ 45．4�
712 マ リ エ ラ 牡5鹿 57 柴田 大知栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 516－121：12．61� 37．1�
58 スレッジハンマー 牡6鹿 57 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 486± 01：12．7クビ 540．8�
713� リ モ ン デ ィ 牡4鹿 57 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 544＋101：13．01
 10．9�
610 グローリアスクロワ 牝5栗 55 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460＋ 41：13．1	 122．5�
59 � サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables B504－241：13．95 39．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，924，200円 複勝： 104，236，900円 枠連： 30，771，100円
馬連： 148，976，600円 馬単： 72，753，800円 ワイド： 85，052，700円
3連複： 195，608，900円 3連単： 299，735，200円 計： 999，059，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，120円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，570円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 24，310円

票 数

単勝票数 計 619242 的中 � 271573（1番人気）
複勝票数 計1042369 的中 � 509756（1番人気）� 139253（2番人気）� 9827（13番人気）
枠連票数 計 307711 的中 （2－4） 71795（1番人気）
馬連票数 計1489766 的中 �� 300268（1番人気）
馬単票数 計 727538 的中 �� 97893（1番人気）
ワイド票数 計 850527 的中 �� 140475（1番人気）�� 7231（26番人気）�� 4974（39番人気）
3連複票数 計1956089 的中 ��� 15503（31番人気）
3連単票数 計2997352 的中 ��� 8937（63番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 ・（2，3）（1，4，7）（6，12）（5，13）（10，8，15）11（14，9） 4 ・（2，3）（1，4，7）（6，12）5，13（10，8，15）（14，11）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロベリームーン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．3．25生 牝4青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 12戦4勝 賞金 56，893，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 キングソング号・ゼットマックイーン号・トウカイパシオン号・ペイシャエヴァー号・メイショウアリソン号・

ヨドノビクトリー号・ローレルジャック号



21083 8月18日 晴 良 （30新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．9

良
良

44 ポポカテペトル 牡4芦 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：14．0 2．0�
66 ケイティクレバー 牡3鹿 54 小林 徹弥瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 454＋102：14．1� 6．0�
77 ルックトゥワイス 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 444＋ 22：14．2	 2．3�
11 フェイズベロシティ 牝5栗 55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：14．41	 32．2�
33 グランドサッシュ 牡7黒鹿57 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 82：14．5クビ 50．0	
55 トレジャーマップ 牡7鹿 57 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444－ 62：14．92	 94．0

22 レジェンドセラー 牡4鹿 57 北村 宏司�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 534＋ 22：17．3大差 9．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 82，257，500円 複勝： 62，271，300円 枠連： 発売なし
馬連： 166，752，800円 馬単： 95，432，200円 ワイド： 62，826，200円
3連複： 171，623，600円 3連単： 593，304，700円 計： 1，234，468，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 190円 �� 120円 �� 200円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 822575 的中 � 326487（1番人気）
複勝票数 計 622713 的中 � 193577（1番人気）� 105366（3番人気）
馬連票数 計1667528 的中 �� 194965（2番人気）
馬単票数 計 954322 的中 �� 70058（3番人気）
ワイド票数 計 628262 的中 �� 72419（2番人気）�� 167394（1番人気）�� 66950（3番人気）
3連複票数 計1716236 的中 ��� 407708（1番人気）
3連単票数 計5933047 的中 ��� 226695（5番人気）

ハロンタイム 13．3―11．4―11．6―13．1―13．9―12．4―12．0―12．1―11．8―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―24．7―36．3―49．4―1：03．3―1：15．7―1：27．7―1：39．8―1：51．6―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．2
1
3
6－2，7（1，5）（3，4）・（6，4）（2，7）（5，3）1

2
4
6－（2，7）4（1，5）3・（6，4）7，3（2，5）1

勝馬の
紹 介

ポポカテペトル �

父 ディープインパクト �


母父 Mr. Greeley デビュー 2016．11．20 京都1着

2014．2．22生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 15戦5勝 賞金 130，743，000円

21084 8月18日 晴 良 （30新潟2）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16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 5，250，000
5，250，000

円
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
1：19．0
1：19．0

良
良

35 キャナルストリート 牝4黒鹿55 福永 祐一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 462＋ 81：21．7 3．6�
47 エ ス タ ー テ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 育也グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 420－ 4 〃 同着 9．5�
24 シセイヒテン 牡3青 54 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 442－ 2 〃 クビ 7．9�
817 マイティーワークス 牝3青鹿52 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 448－ 41：21．91� 15．4�
612 ナムラムラサキ 牝4鹿 55 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 428± 0 〃 ハナ 25．6�
713 ライレローズ 牝3黒鹿52 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428－101：22．0	 8．4	
715 テンワールドレイナ 牝3栗 52 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 460－ 21：22．1クビ 30．8

23 レッドイリーゼ 牝3青鹿52 M．デムーロ �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440－14 〃 ハナ 5．4�
510 グランドピルエット 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 492＋ 81：22．42 4．2
48 コーラルプリンセス 牝4芦 55 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：22．61� 19．4�
36 ターキッシュバン 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 416－101：22．81 333．8�
611 アルチレイロ 
4青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448± 0 〃 クビ 256．7�
816 ヤマニンルサリー 牝4鹿 55 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 448－ 6 〃 アタマ 429．2�
714� ネバービーンベター 牝4青鹿 55

52 ▲山田 敬士西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 458－ 51：22．9� 439．0�
11 シュンクルーズ 牡6黒鹿57 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 460± 01：23．0� 168．2�
59 ウインディマンシュ 牝3栗 52 大野 拓弥�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 41：23．42� 188．6�
818� イ シ マ ツ 牡3鹿 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 石毛 善彦 日高 新生ファーム 458＋181：23．71	 464．7�

（17頭）
12 ジョリプリュネル 牝3栗 52

50 △藤田菜七子井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 436＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 67，393，700円 複勝： 93，030，800円 枠連： 41，514，600円
馬連： 175，346，700円 馬単： 66，062，600円 ワイド： 107，190，800円
3連複： 232，653，400円 3連単： 296，901，700円 計： 1，080，094，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

200円
410円 複 勝 �

�
170円
240円 � 250円 枠 連（3－4） 1，350円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 ��
��

1，570円
2，360円

ワ イ ド �� 620円 ��
��

670円
900円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ���
���

11，080円
16，160円

票 数

単勝票数 差引計 673937（返還計 2339） 的中 � 146165（1番人気）� 56671（6番人気）
複勝票数 差引計 930308（返還計 5150） 的中 � 158151（2番人気）� 92974（4番人気）� 91410（5番人気）
枠連票数 差引計 415146（返還計 222） 的中 （3－4） 23739（6番人気）
馬連票数 差引計1753467（返還計 14872） 的中 �� 73156（7番人気）
馬単票数 差引計 660626（返還計 6934） 的中 �� 15813（9番人気）�� 10382（21番人気）
ワイド票数 差引計1071908（返還計 11614） 的中 �� 45235（4番人気）�� 41447（6番人気）�� 29721（12番人気）
3連複票数 差引計2326534（返還計 44243） 的中 ��� 33219（17番人気）
3連単票数 差引計2969017（返還計 47973） 的中 ��� 9720（61番人気）��� 6650（113番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．5―11．9―12．0―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．4―34．9―46．8―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャナルストリート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．9．25 中山1着

2014．3．5生 牝4黒鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 8戦3勝 賞金 28，542，000円
市場取引馬
エ ス タ ー テ �

�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．2 新潟12着

2015．3．9生 牝3鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 9戦2勝 賞金 19，250，000円
〔競走除外〕 ジョリプリュネル号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アイムウィッシング号・スズレジーム号・ブライトンピア号



（30新潟2）第7日 8月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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
厩務員出走奨励金

182，370，000円
11，180，000円
16，920，000円
1，010，000円
19，020，000円
67，976，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
509，872，700円
758，037，000円
202，569，700円
1，044，681，400円
530，450，600円
615，164，700円
1，330，999，600円
2，296，269，600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 7，288，045，300円

総入場人員 10，381名 （有料入場人員 8，814名）
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