
21001 7月27日 曇 良 （1新潟2） 第1日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・左）

牝；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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

710 コミカライズ 牝2青鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 442－ 41：21．6 9．8�
69 ムーンライト 牝2青 54 M．デムーロ石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 450－ 2 〃 クビ 7．8�
11 シホノレジーナ 牝2栗 54 丸山 元気村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：21．92 2．8�
68 ユ ニ テ ィ コ 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 456＋ 61：22．0� 23．6�
33 フ ィ ド ル 牝2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 山際牧場 418－101：22．1クビ 182．1�
57 ペリトモレノ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 456＋ 21：22．52� 12．5	
56 ケイティディライト 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 448－ 21：22．71� 25．5

711 パーティネント 牝2栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 61：23．12� 3．8�
812 シェーブルドール 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：23．31� 22．5�
45 メ モ リ ア 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 444－ 41：23．83 33．3
44 トゥインクルウェイ 牝2鹿 54

52 △西村 淳也ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：23．9� 137．3�

813 コイツバメカツコ 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 432－ 6 〃 ハナ 277．1�

22 プラットフォーマー 牝2鹿 54 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 440－10 〃 クビ 10．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，406，200円 複勝： 42，841，400円 枠連： 11，082，000円
馬連： 48，613，700円 馬単： 23，845，400円 ワイド： 38，234，800円
3連複： 71，559，400円 3連単： 87，755，000円 計： 353，337，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 230円 � 200円 � 120円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 970円 �� 430円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 17，880円

票 数

単勝票数 計 294062 的中 � 25039（4番人気）
複勝票数 計 428414 的中 � 38640（4番人気）� 48213（3番人気）� 123778（1番人気）
枠連票数 計 110820 的中 （6－7） 12139（2番人気）
馬連票数 計 486137 的中 �� 12482（12番人気）
馬単票数 計 238454 的中 �� 3114（23番人気）
ワイド票数 計 382348 的中 �� 9167（13番人気）�� 22877（3番人気）�� 30788（2番人気）
3連複票数 計 715594 的中 ��� 25186（6番人気）
3連単票数 計 877550 的中 ��� 3558（52番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．8―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．9―45．7―57．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コミカライズ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 バ ゴ デビュー 2019．7．7 福島5着

2017．1．22生 牝2青鹿 母 イ オ ス 母母 チ ュ ー ニ ー 2戦1勝 賞金 5，700，000円

21002 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

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

57 ニシノミンクス 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 458± 01：12．7 1．7�
610 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 54 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 480＋ 81：13．12� 3．7�
58 セイエスコート 牡2鹿 54 江田 照男金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 450± 01：13．74 57．9�
34 ヴォーグロックユー 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 466＋ 81：14．02 74．8�
712 コウユーユメヲノセ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 482± 0 〃 ハナ 10．9�
11 マイネルワルツ 牡2栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：14．21� 17．9

813 シゲルトリトン 牡2青鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 450－ 4 〃 ハナ 70．1�
33 アベックフォルス 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 478－ 21：14．3� 22．9�
22 コパノラクラク 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 434－ 2 〃 アタマ 17．6
45 アルディビート 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 464－ 41：14．83 143．8�
814 デ ル タ 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 436－ 81：14．9クビ 57．8�
711 ユウヒノプリンス 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 466－101：15．0� 113．4�
46 コスモサンゴ 牡2鹿 54

52 △木幡 育也岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 488－ 41：15．1� 116．4�
69 ハーツデライト 牝2栗 54 嶋田 純次 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 448＋ 41：16．37 129．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，587，300円 複勝： 66，120，000円 枠連： 9，674，900円
馬連： 44，098，800円 馬単： 26，722，900円 ワイド： 33，067，400円
3連複： 67，603，100円 3連単： 104，365，600円 計： 381，240，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 520円 枠 連（5－6） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，170円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 295873 的中 � 143936（1番人気）
複勝票数 計 661200 的中 � 424956（1番人気）� 89694（2番人気）� 8225（8番人気）
枠連票数 計 96749 的中 （5－6） 32875（1番人気）
馬連票数 計 440988 的中 �� 145363（1番人気）
馬単票数 計 267229 的中 �� 58319（1番人気）
ワイド票数 計 330674 的中 �� 77539（1番人気）�� 5759（13番人気）�� 3786（20番人気）
3連複票数 計 676031 的中 ��� 14489（10番人気）
3連単票数 計1043656 的中 ��� 8983（22番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．6―12．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．6―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノミンクス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．6．29 福島2着

2017．2．14生 牝2鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 2戦1勝 賞金 7，800，000円

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１日



21003 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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
1：47．6

稍重
重

44 サクセスファイター 牡3栗 56 田辺 裕信髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 500－ 21：53．8 7．0�
11 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 472± 01：55．18 3．5�
67 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 田中 勝春小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 462－141：55．31� 83．2�
811 スカテナート 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456± 01：55．4� 4．8�
79 ダークロード 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 516－ 41：55．71� 6．0�
33 レッドグラティアス 牡3黒鹿56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 538－ 2 〃 ハナ 3．6	
56 チューダーローズ 牝3鹿 54 丸山 元気阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 474－ 61：55．91� 19．2

812 ミエノカムカム 牡3鹿 56 津村 明秀里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 61：56．11� 17．5�
710 ローガンテソーロ 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 496－ 81：56．42 154．1�

22 オ ル オ ル 牝3栗 54 杉原 誠人 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 390± 01：56．5クビ 167．1

55 ユキノディライト 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 488－ 21：58．110 312．3�
68 バモサバイラ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B408－ 21：59．69 26．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，643，400円 複勝： 41，421，900円 枠連： 9，025，100円
馬連： 51，541，900円 馬単： 24，245，400円 ワイド： 34，620，800円
3連複： 65，233，600円 3連単： 92，088，500円 計： 345，820，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 160円 � 1，690円 枠 連（1－4） 1，260円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 480円 �� 5，620円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 21，900円 3 連 単 ��� 105，470円

票 数

単勝票数 計 276434 的中 � 31476（5番人気）
複勝票数 計 414219 的中 � 52949（5番人気）� 86618（2番人気）� 4466（9番人気）
枠連票数 計 90251 的中 （1－4） 5538（7番人気）
馬連票数 計 515419 的中 �� 33006（5番人気）
馬単票数 計 242454 的中 �� 6501（13番人気）
ワイド票数 計 346208 的中 �� 20512（6番人気）�� 1499（32番人気）�� 2156（29番人気）
3連複票数 計 652336 的中 ��� 2234（52番人気）
3連単票数 計 920885 的中 ��� 633（259番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．0―50．7―1：03．5―1：16．1―1：28．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスファイター �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．8．5 新潟6着

2016．5．6生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 8戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 レッドグラティアス号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バモサバイラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月27日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ユキノディライト号・ローガンテソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27日まで

平地競走に出走できない。

21004 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

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
1：07．5
1：06．5

良
良

816 リュウグウヒメ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 434＋ 21：08．4 8．3�

611 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 436－ 21：08．5� 12．2�
714� ランドルーラー 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 506－ 61：08．6� 1．8�
715 ラブサンキュー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 468＋101：08．7� 141．3�
713 ミヤビペルラ 牝3黒鹿54 津村 明秀村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 430－ 6 〃 クビ 22．9�
59 カフェアリアドネ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡西川 恭子氏 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 438± 01：08．91� 194．0�
48 トモジャナイト 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B516－ 2 〃 クビ 41．4	
35 サバイバルトリック 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 442－ 61：09．0クビ 17．7

36 ス ト イ ク ス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太阿部 友弘氏 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 412＋10 〃 クビ 16．3�
23 スターアイランド 牝3鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 406± 01：09．1� 54．2�
11 フルクトゥス 牡3栗 56 江田 照男ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 444± 01：09．2� 52．3�
12 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 416＋ 21：09．3クビ 45．8�
47 サプライズレター 牝3黒鹿54 大野 拓弥熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 B394－ 61：09．51� 153．0�
612 モエレコネクター 牡3鹿 56

54 △西村 淳也中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大
作ステーブル 506－ 6 〃 クビ 10．7�

818 レーヴプランセス 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 今 牧場 402－101：09．71� 247．4�

510 モンタナウインド 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Godolphin 436＋ 61：10．23 246．8�

817 ダノンレジーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 482 ―1：11．37 6．7�
24 アイベックス 牝3青鹿54 嘉藤 貴行石瀬 浩三氏 田島 俊明 日高 佐々木 康治 464－ 41：12．36 393．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，035，900円 複勝： 55，361，100円 枠連： 19，112，600円
馬連： 58，853，800円 馬単： 31，256，000円 ワイド： 49，346，800円
3連複： 90，776，100円 3連単： 108，932，800円 計： 449，675，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 220円 � 110円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 360359 的中 � 34421（3番人気）
複勝票数 計 553611 的中 � 50877（3番人気）� 44704（4番人気）� 218990（1番人気）
枠連票数 計 191126 的中 （6－8） 12438（4番人気）
馬連票数 計 588538 的中 �� 10669（12番人気）
馬単票数 計 312560 的中 �� 2498（23番人気）
ワイド票数 計 493468 的中 �� 10414（10番人気）�� 45126（1番人気）�� 30350（3番人気）
3連複票数 計 907761 的中 ��� 30687（2番人気）
3連単票数 計1089328 的中 ��� 3564（59番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 15，16（10，12，14）－13（9，11）（2，8）3（1，18）（5，6）7－17，4 4 15，16（10，14）12（13，11）9，8，2，3（1，5）18（7，6）＝4，17

勝馬の
紹 介

リュウグウヒメ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．11．10 福島2着

2016．2．14生 牝3鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイベックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月27日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 レーヴプランセス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ニシノドクターヘリ号



21005 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

35 スマイルカナ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 414 ―1：35．3 5．6�
47 ゲームアルアル 牡2栗 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464 ― 〃 ハナ 53．1�
510 ロードベイリーフ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 462 ―1：35．51� 46．1�
816 ユークレース 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454 ―1：35．6� 31．8�
59 ラインオブダンス 牝2黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：35．91� 8．7	
36 マイネルシスネロス 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：36．0� 14．1


818 ル ヴ ァ ン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．1� 6．9�
611 ノーブルミラクル 牡2芦 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 480 ― 〃 クビ 91．5�
713� アウティスタ 牝2鹿 54

52 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University
of Kentucky 448 ―1：36．52� 241．0

23 フラッグタワー 牡2青鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 422 ―1：36．71� 70．8�

612 リラジョリフィーユ 牝2黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也 �YGGホースクラブ 青木 孝文 新ひだか 伊藤 敏明 442 ―1：36．8� 33．8�

714 ベルアンブル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 436 ―1：37．12 7．7�
24 アイアンバローズ 牡2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474 ―1：37．31� 2．5�
48 ラッキーボーイ 牡2芦 54 杉原 誠人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 436 ―1：37．72� 240．5�
11 ウインアステロイド 牡2青鹿 54

52 △木幡 育也�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 438 ―1：37．8� 117．7�
715 ナイトコマンダー 牡2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 450 ―1：38．22� 323．8�
12 ゴールドトリック 牝2黒鹿54 武士沢友治居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 462 ―1：38．52 133．9�
817 シゲルカロン 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大森中 蕃氏 武藤 善則 日高 スウィング
フィールド牧場 526 ―1：41．5大差 349．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，330，500円 複勝： 53，125，500円 枠連： 16，911，800円
馬連： 60，914，900円 馬単： 28，277，700円 ワイド： 44，378，900円
3連複： 78，128，900円 3連単： 88，425，600円 計： 416，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 1，070円 � 1，020円 枠 連（3－4） 5，340円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 16，200円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 3，160円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 88，510円 3 連 単 ��� 500，840円

票 数

単勝票数 計 463305 的中 � 68843（2番人気）
複勝票数 計 531255 的中 � 80209（2番人気）� 11408（10番人気）� 12019（9番人気）
枠連票数 計 169118 的中 （3－4） 2454（17番人気）
馬連票数 計 609149 的中 �� 4034（34番人気）
馬単票数 計 282777 的中 �� 1309（48番人気）
ワイド票数 計 443789 的中 �� 3192（36番人気）�� 3649（32番人気）�� 1111（60番人気）
3連複票数 計 781289 的中 ��� 662（174番人気）
3連単票数 計 884256 的中 ��� 128（910番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．3―47．7―1：00．3―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルカナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2017．3．22生 牝2芦 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月27日まで平地競走

に出走できない。

21006 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・左）

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

713� パイオニアバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones B536＋ 61：12．1 6．3�
814 スマートエリス 牝3栗 54 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 482－10 〃 アタマ 2．1�
34 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56 丸山 元気原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 444－ 41：12．63 28．9�
712 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 484＋ 61：12．91� 9．4�
46 ルンルンバニラ 牝3栗 54 大野 拓弥�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 410－ 21：13．32� 5．5�
59 タマブラックパール 牝3青 54

52 △野中悠太郎玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B510± 0 〃 クビ 24．2	
35 ロジフェーヴル 牡3栗 56 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 13．1

47 ダイゴリュウ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 21：13．93� 79．0�
11 パワーゲーム 牡3栗 56 宮崎 北斗大塚 亮一氏 高木 登 新冠 松浦牧場 B498＋161：14．21� 97．9�
22 ス テ ー ロ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也金山 敏也氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 81：14．3� 62．7
611 メ ソ ッ ド 牡3黒鹿56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 藤原牧場 444－ 21：15．57 149．8�
58 セ ド ゥ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹合同会社雅苑興業 松山 将樹 浦河 三嶋牧場 B444＋ 41：15．6� 274．9�
815 ガ イ ヤ ル ド 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 31：15．7クビ 120．5�

610 シゲルアパライト 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 466－ 41：16．02 7．6�

（14頭）
23 リバティヘッド 牡3鹿 56

54 △西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 深山 雅史 日高 神島 芳仁 460＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，779，700円 複勝： 45，930，000円 枠連： 13，807，000円
馬連： 59，292，800円 馬単： 30，071，500円 ワイド： 45，392，700円
3連複： 78，940，700円 3連単： 103，191，000円 計： 410，405，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 120円 � 490円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，320円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 20，320円

票 数

単勝票数 差引計 337797（返還計 1774） 的中 � 42814（3番人気）
複勝票数 差引計 459300（返還計 3341） 的中 � 56023（3番人気）� 137677（1番人気）� 16203（8番人気）
枠連票数 差引計 138070（返還計 139） 的中 （7－8） 24191（1番人気）
馬連票数 差引計 592928（返還計 9061） 的中 �� 68095（2番人気）
馬単票数 差引計 300715（返還計 4080） 的中 �� 13436（6番人気）
ワイド票数 差引計 453927（返還計 9180） 的中 �� 37036（3番人気）�� 4577（25番人気）�� 13907（9番人気）
3連複票数 差引計 789407（返還計 26345） 的中 ��� 15381（13番人気）
3連単票数 差引計1031910（返還計 32626） 的中 ��� 3680（68番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．7―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．6―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パイオニアバローズ �
�
父 Cairo Prince �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2019．3．9 中山4着

2016．3．27生 牡3黒鹿 母 Dattts Lady Di 母母 Kelly Amber 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走除外〕 リバティヘッド号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 シゲルアパライト号の騎手山田敬士は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番・8番）
〔3走成績による出走制限〕 ガイヤルド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ランランコハク号
（非抽選馬） 1頭 グレートイソエイ号



21007 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第7競走 ��2，200�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・左）

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
2：10．8
2：09．7

良
良

56 ビギングローリー 牡3芦 56
54 △野中悠太郎窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B460－ 22：12．6 118．7�

711 フェリスナタール 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム B492－ 2 〃 ハナ 3．6�
57 ミケランジェロ 牡3青鹿56 戸崎 圭太梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 460± 02：12．91� 8．1�
11 ファインアレス 牡3鹿 56 大野 拓弥井山 登氏 奥村 武 新ひだか チャンピオンズファーム B480－10 〃 クビ 15．6�
45 サンデースクール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 62：13．22 3．9�

68 サ ン ル イ ス 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530－ 2 〃 クビ 10．0	
710 ネクストスクワッド 牡3栗 56 武士沢友治平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B436＋ 4 〃 ハナ 85．2

812 イフユーワナ 牡3鹿 56 津村 明秀山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 498± 02：13．3クビ 16．7�
69 ブラザーサン 牡3栗 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 394－ 6 〃 ハナ 240．2�
44 サトノフリージア 牝3鹿 54 丸田 恭介 サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－ 8 〃 クビ 14．9�
22 ホウオウエーデル 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：13．72� 4．1�
813 トーセンダイキリ 牡3黒鹿56 嶋田 純次島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 42：14．97 245．6�
33 オウケンインザサン 牡3青 56 三浦 皇成福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 456－102：16．49 22．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，874，700円 複勝： 53，654，400円 枠連： 13，829，300円
馬連： 68，176，500円 馬単： 29，239，200円 ワイド： 48，923，700円
3連複： 91，832，800円 3連単： 107，091，800円 計： 449，622，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，870円 複 勝 � 1，990円 � 180円 � 240円 枠 連（5－7） 1，480円

馬 連 �� 20，270円 馬 単 �� 58，790円

ワ イ ド �� 5，610円 �� 7，810円 �� 580円

3 連 複 ��� 42，220円 3 連 単 ��� 424，270円

票 数

単勝票数 計 368747 的中 � 2484（11番人気）
複勝票数 計 536544 的中 � 5258（11番人気）� 93817（3番人気）� 60055（4番人気）
枠連票数 計 138293 的中 （5－7） 7210（5番人気）
馬連票数 計 681765 的中 �� 2606（39番人気）
馬単票数 計 292392 的中 �� 373（84番人気）
ワイド票数 計 489237 的中 �� 2156（41番人気）�� 1543（46番人気）�� 23638（4番人気）
3連複票数 計 918328 的中 ��� 1631（94番人気）
3連単票数 計1070918 的中 ��� 183（695番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―12．3―12．6―12．5―12．2―11．8―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―34．5―46．8―59．4―1：11．9―1：24．1―1：35．9―1：48．1―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビギングローリー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2019．3．3 中山14着

2016．3．15生 牡3芦 母 ムーンハウリング 母母 アスカシーズ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーセンダイキリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月27日まで平地競走に出走でき

ない。

21008 7月27日 晴 良 （1新潟2） 第1日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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

610 ヴィルトファン 牝3黒鹿 52
51 ☆武藤 雅 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 508＋ 61：11．7 5．3�
611 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 52

49 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 61：11．8� 5．0�

46 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 456－ 2 〃 クビ 12．9�
23 シュピールカルテ 牝5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B472± 01：11．9� 15．7�
58 ヒカリトップメモリ 牝6鹿 55 津村 明秀�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B488－ 41：12．0� 63．1�
59 カシマフウリン 牝4栗 55 嘉藤 貴行松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 488＋ 41：12．63� 53．6	
47 ラブユーミー 牝5鹿 55 杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 500± 01：12．91� 87．0

22 ルソンデュレーヴ 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 47．3�
34 シャインカメリア 牝4芦 55 吉田 豊皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470＋ 41：13．0クビ 53．7
713 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 B470－ 8 〃 アタマ 127．6�
815 フォークアート 牝3栗 52 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 450± 01：13．2� 2．2�
35 � モンアムール 牝4黒鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426－ 21：13．3� 27．4�
814 ステイホット 牝3栗 52 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470＋ 61：13．4� 14．8�
11 ミリオンゲーム 牝3栗 52

50 △野中悠太郎ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 424＋ 81：13．61� 77．5�
712 ノボオリエンス 牝3栗 52

50 △西村 淳也�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 462－ 61：14．66 13．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，092，300円 複勝： 58，882，900円 枠連： 21，410，200円
馬連： 81，797，600円 馬単： 37，055，000円 ワイド： 63，089，200円
3連複： 115，261，800円 3連単： 130，656，600円 計： 553，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 220円 � 270円 枠 連（6－6） 1，330円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，120円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 22，330円

票 数

単勝票数 計 450923 的中 � 67213（3番人気）
複勝票数 計 588829 的中 � 82580（2番人気）� 69582（3番人気）� 51835（5番人気）
枠連票数 計 214102 的中 （6－6） 12447（6番人気）
馬連票数 計 817976 的中 �� 54842（3番人気）
馬単票数 計 370550 的中 �� 12206（8番人気）
ワイド票数 計 630892 的中 �� 33596（2番人気）�� 14034（14番人気）�� 12083（17番人気）
3連複票数 計1152618 的中 ��� 17357（16番人気）
3連単票数 計1306566 的中 ��� 4242（47番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．7―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．9―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトファン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．12．9 中山4着

2016．4．23生 牝3黒鹿 母 ワイルドフェイス 母母 カラズアリア 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21009 7月27日 曇 良 （1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，1勝クラス（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 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 ナランフレグ 牡3栗 54 戸崎 圭太西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 466＋ 2 54．6 7．4�
818 ファストアズエバー 牝3芦 52 津村 明秀 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 454＋ 4 54．81� 2．3�
714 コンピレーション �5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 4 54．9� 7．6�
816 ウ ー マ ッ ハ 牝5鹿 55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 492－ 4 55．0	 8．1�
817
 ケンブリッジビット 牝4栗 55 井上 敏樹中西 宏彰氏 高橋 義博 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466－10 〃 クビ 74．6	
612
 モアナブルー 牝5栗 55 武士沢友治平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 55．21� 73．3

12 � セイウンアカマイ 牝4栗 55 西田雄一郎西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

462＋ 4 55．3	 18．6�
713 ガーシュウィン 牡5鹿 57 藤田菜七子田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B498－ 2 〃 クビ 9．8�
611 グラスレガシー 牝4黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514± 0 〃 ハナ 17．8
510 ファイブフォース 牝5鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506＋24 55．51� 25．0�
715
 ディーズエフォート 牝4栗 55 菊沢 一樹�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478＋ 8 55．6� 140．1�
35 スカイズザリミット 牝3栗 52 木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 458＋22 55．7� 68．7�
36 ハッピーランラン 牝5鹿 55 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 55．8クビ 20．0�
24 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 4 56．22	 76．4�
23 
 クルクルティンクル 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 470＋10 56．41� 187．3�
59 スカイポート 牝3鹿 52 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 442＋16 56．72 20．9�
47 パ ス ト ラ ル 牝5黒鹿55 武藤 雅岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 57．33	 104．4�
11 ト ラ ン プ 牡4鹿 57 内田 博幸大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 454＋ 2 57．93	 72．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，391，000円 複勝： 65，882，300円 枠連： 36，511，000円
馬連： 118，668，400円 馬単： 50，125，100円 ワイド： 83，551，600円
3連複： 200，210，500円 3連単： 224，489，400円 計： 830，829，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 130円 � 200円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 400円 �� 860円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 513910 的中 � 54913（2番人気）
複勝票数 計 658823 的中 � 58901（4番人気）� 163286（1番人気）� 77472（2番人気）
枠連票数 計 365110 的中 （4－8） 34059（3番人気）
馬連票数 計1186684 的中 �� 109369（1番人気）
馬単票数 計 501251 的中 �� 18328（5番人気）
ワイド票数 計 835516 的中 �� 55520（1番人気）�� 23087（8番人気）�� 53866（2番人気）
3連複票数 計2002105 的中 ��� 84869（1番人気）
3連単票数 計2244894 的中 ��� 15461（10番人気）

ハロンタイム 11．6―10．1―10．4―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．6―21．7―32．1―42．8

上り4F43．0－3F32．9
勝馬の
紹 介

ナランフレグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．4．5生 牡3栗 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 8戦2勝 賞金 25，252，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔制裁〕 セイウンアカマイ号の騎手西田雄一郎は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・9番・

15番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トランプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月27日まで平地競走に出

走できない。

21010 7月27日 曇 良 （1新潟2） 第1日 第10競走 ��1，800�
な え ば

苗 場 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．28以降1．7．21まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

713� ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 514－ 41：52．0 4．4�
815 スペルマロン �5栗 55 内田 博幸西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 498－ 2 〃 クビ 11．1�
35 プレシャスリーフ �4栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452－101：52．1クビ 6．6�
611� ディライトプロミス 牝4鹿 52 西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 474＋141：52．31� 8．4�

11 トゥーフラッシー 牝3鹿 51 野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 458＋ 2 〃 アタマ 6．9	
59 レオアルティメット 牡4栗 55 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 544＋ 21：52．4	 3．8

46 � スターライトブルー 牡5黒鹿54 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 81：52．61 58．1�
58 イルフォーコン 牡6黒鹿54 田辺 裕信 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 462－ 21：53．02
 42．7�
34 ラスティユース 牡4栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 498＋ 81：53．1
 47．4
23 クロノスタシス 牡6芦 55 石橋 脩 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538－ 41：53．31
 10．9�
22 � フレンドミラクル 牡6栗 54 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456－261：53．61
 91．4�
712 スカイソング 牝5芦 52 吉田 豊西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 478＋ 41：53．7
 133．9�
814 サノノカガヤキ 牡6鹿 53 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 500－ 2 〃 クビ 99．1�
610 ジュンパッション 牡4芦 55 戸崎 圭太河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B472± 01：54．55 12．4�
47 � ブ リ ク ス ト 牡7黒鹿54 菊沢 一樹西岡 透氏 浅野洋一郎 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：56．3大差 235．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，386，500円 複勝： 76，947，100円 枠連： 26，147，600円
馬連： 128，351，900円 馬単： 48，646，300円 ワイド： 79，391，600円
3連複： 171，636，400円 3連単： 203，267，000円 計： 783，774，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 330円 � 200円 枠 連（7－8） 2，270円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 880円 �� 540円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 29，480円

票 数

単勝票数 計 493865 的中 � 88621（2番人気）
複勝票数 計 769471 的中 � 135274（1番人気）� 50764（8番人気）� 101070（3番人気）
枠連票数 計 261476 的中 （7－8） 8924（13番人気）
馬連票数 計1283519 的中 �� 37386（13番人気）
馬単票数 計 486463 的中 �� 8340（17番人気）
ワイド票数 計 793916 的中 �� 22791（12番人気）�� 39379（3番人気）�� 16887（16番人気）
3連複票数 計1716364 的中 ��� 25165（19番人気）
3連単票数 計2032670 的中 ��� 4998（96番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―12．5―13．3―12．8―12．4―13．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．8―35．3―48．6―1：01．4―1：13．8―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
10（9，15）14，11，7－5－6－1，13（4，8）3，2，12・（10，15）11，9（14，7，13）（6，5，3）1（4，8）－2－12

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

勝馬の
紹 介

�ジ ェ ミ ニ ズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2014．4．26生 牡5栗 母 バ ラ シ ン グ 母母 バ ル バ ラ 33戦2勝 賞金 61，670，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 ジェミニズ号の騎手丸田恭介は，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：9番）
※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） 2頭 ドゥラリュール号・ミラビリア号
（非抽選馬） 3頭 クリノヴィクトリア号・スワンボート号・デアリングアイデア号



21011 7月27日 曇 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），30．7．28以降1．7．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

813 ア ク ー ト 牡6鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434± 01：57．3 3．0�
812 ゴージャスランチ 牝4黒鹿53 蛯名 正義吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋101：57．51� 5．5�
44 ダイワメモリー 牝4栗 53 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 5．6�
45 ジークカイザー 牡6鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 8．0�
711 シャイントレイル 牝5芦 52 三浦 皇成 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448－ 41：57．81� 11．5�
22 チカノワール 牝5鹿 52 津村 明秀	キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 470－ 2 〃 ハナ 22．2

11 ギ ャ ラ ッ ド �4鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：57．9� 7．3�
69 マイネルラフレシア 牡6栗 53 野中悠太郎 	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 468－ 41：58．21� 182．1�
710 サトノグラン �5青鹿55 吉田 豊 	サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 22．9
33 ベアインマインド 牝6鹿 52 藤田菜七子宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 442± 01：58．3� 49．5�
57 マイネルキラメキ 牡4鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：58．51� 21．8�
56 オ ハ ナ 牝4青鹿52 M．デムーロ 金子真人ホールディングス	 堀 宣行 千歳 社台ファーム B428± 01：59．13� 17．1�
68 	 セ セ リ 牡8栗 50 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 534＋142：00．27 209．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 101，431，200円 複勝： 146，215，000円 枠連： 62，148，300円
馬連： 286，804，600円 馬単： 105，602，300円 ワイド： 163，977，300円
3連複： 431，998，700円 3連単： 544，316，400円 計： 1，842，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（8－8） 930円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 380円 �� 380円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計1014312 的中 � 261820（1番人気）
複勝票数 計1462150 的中 � 367894（1番人気）� 178275（3番人気）� 186628（2番人気）
枠連票数 計 621483 的中 （8－8） 51363（4番人気）
馬連票数 計2868046 的中 �� 225843（1番人気）
馬単票数 計1056023 的中 �� 45094（1番人気）
ワイド票数 計1639773 的中 �� 113346（2番人気）�� 114316（1番人気）�� 72188（5番人気）
3連複票数 計4319987 的中 ��� 180652（1番人気）
3連単票数 計5443164 的中 ��� 52858（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．1―12．3―11．9―11．7―10．9―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．7―47．8―1：00．1―1：12．0―1：23．7―1：34．6―1：45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ク ー ト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．4．24 東京4着

2013．4．7生 牡6鹿 母 シャーペンエッジ 母母 シャープキック 21戦4勝 賞金 95，391，000円

21012 7月27日 曇 良 （1新潟2） 第1日 第12競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左・外）（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
1：31．5
1：30．5

良
良

612 ア ビ ー ム 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：32．6 4．9�
12 ホーリーレジェンド 牝4栗 55 内田 博幸吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 498＋441：32．81� 21．0�
815 グレイテスト 牝3芦 52 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 476＋141：33．11� 2．9�
23 リバーシブルレーン 牡3青鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 434－ 61：33．2� 5．0�
36 レッドエステーラ 牝3鹿 52

49 ▲大塚 海渡 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 400＋ 21：33．3� 33．8�
714 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 41：33．61� 15．3	
24 カ レ ン 牝5栗 55 江田 照男
ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 492－ 21：33．7� 19．1�
47 オメガドーヴィル 牝3青鹿 52

51 ☆武藤 雅原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 388－101：33．8� 8．3�
11 レディードリー 牝3青鹿 52

49 ▲藤田菜七子小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 430－ 21：33．9� 13．0
510 プロトスター �4栗 57 吉田 豊 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－16 〃 クビ 60．2�
35 スコッチリール 牝3黒鹿52 津村 明秀 
サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：34．21� 15．0�
48 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 482－ 61：34．3� 228．3�
611� ムーンリットエルフ �4栗 57 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 460－161：34．51� 206．3�
816 ケ ル ベ ロ ス 牡6黒鹿 57

55 △木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 444＋ 21：35．03 44．1�
59 スターリバー 牝4栗 55 伴 啓太田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 454－ 2 〃 クビ 455．8�
713 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿 54

52 △野中悠太郎長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 446＋ 41：35．21� 124．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 75，333，000円 複勝： 99，985，600円 枠連： 37，714，000円
馬連： 159，553，300円 馬単： 64，161，800円 ワイド： 115，257，300円
3連複： 244，544，900円 3連単： 296，414，500円 計： 1，092，964，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 580円 � 160円 枠 連（1－6） 2，880円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 14，400円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 350円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 46，240円

票 数

単勝票数 計 753330 的中 � 121135（2番人気）
複勝票数 計 999856 的中 � 150825（3番人気）� 32280（9番人気）� 202821（1番人気）
枠連票数 計 377140 的中 （1－6） 10130（13番人気）
馬連票数 計1595533 的中 �� 14087（28番人気）
馬単票数 計 641618 的中 �� 3340（49番人気）
ワイド票数 計1152573 的中 �� 12108（29番人気）�� 95891（1番人気）�� 18380（19番人気）
3連複票数 計2445449 的中 ��� 32608（14番人気）
3連単票数 計2964145 的中 ��� 4647（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―47．7―59．5―1：10．3―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．1
3 12，14（6，15）（13，11，5）－（3，7）（2，8）10，16（4，1）9 4 12（14，15）（6，5）（13，11）（3，7）（2，10）8，4（9，16，1）

勝馬の
紹 介

ア ビ ー ム �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．26 札幌2着

2015．4．18生 牝4青鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 10戦2勝 賞金 21，050，000円



（1新潟2）第1日 7月27日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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
5，180，000円
20，130，000円
1，430，000円
20，110，000円
74，590，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
562，291，700円
806，367，200円
277，373，800円
1，166，668，200円
499，248，600円
799，232，100円
1，707，726，900円
2，090，994，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，909，902，700円

総入場人員 10，880名 （有料入場人員 9，021名）
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