
21121 8月31日 晴 稍重 （1新潟2） 第11日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時10分 （芝・左・外）
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

612 マルターズディオサ 牝2青鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 440＋ 41：34．3 2．7�
817 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± 01：34．4� 17．6�

611 ハーモニーマゼラン 牡2鹿 54 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 508－ 81：34．61� 6．8�
714 タイキスウォード 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 434＋ 21：34．7� 31．8�
35 コウソクスピード 牡2青鹿54 石橋 脩野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 21：35．01	 3．5	
24 サンダーブリッツ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 472± 01：35．42� 29．1

816 ヒューズライン 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：35．5	 323．8�
510 キ ラ ラ 牝2鹿 54 柴田 善臣�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 478－ 8 〃 クビ 200．1�
12 ステラドーロ 牝2栗 54 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 448＋101：35．81	 5．4
47 スターオブフォース 牡2鹿 54 吉田 豊光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 448－ 6 〃 クビ 62．6�
715 ハ デ ィ ア 牡2鹿 54 津村 明秀�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 450＋141：36．33 127．3�
59 ドバウィビクトリー 牡2鹿 54 木幡 初也後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 452－ 61：36．51 436．4�
818 フジノホーオー 牡2黒鹿54 西田雄一郎田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 450＋ 81：36．6� 660．6�
713 フォギーショコラ 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 428－ 81：37．13 46．5�
48 ヨ シ タ カ 牡2栗 54 田中 勝春増田 和啓氏 田島 俊明 新ひだか 小河 豊水 450＋ 81：37．41	 45．3�
23 
 デイオブサンダー 牡2栗 54

53 ☆川又 賢治ゴドルフィン 田中 剛 愛
B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

472－ 21：38．14 228．8�
11 グラディウス 牡2黒鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 北田 剛 462－ 61：38．31� 423．3�
36 ブ ル ー ベ ル 牡2黒鹿54 井上 敏樹�和田牧場 石毛 善彦 新冠 対馬 正 436－101：40．9大差 638．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，326，600円 複勝： 53，463，900円 枠連： 15，773，300円
馬連： 56，414，600円 馬単： 28，220，400円 ワイド： 45，478，800円
3連複： 82，686，700円 3連単： 92，634，800円 計： 405，999，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 310円 � 170円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 640円 �� 350円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 11，000円

票 数

単勝票数 計 313266 的中 � 96153（1番人気）
複勝票数 計 534639 的中 � 120922（1番人気）� 34206（5番人気）� 81291（4番人気）
枠連票数 計 157733 的中 （6－8） 10205（5番人気）
馬連票数 計 564146 的中 �� 23986（7番人気）
馬単票数 計 282204 的中 �� 8234（10番人気）
ワイド票数 計 454788 的中 �� 17754（7番人気）�� 36896（3番人気）�� 10857（10番人気）
3連複票数 計 826867 的中 ��� 25363（6番人気）
3連単票数 計 926348 的中 ��� 6100（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．5―47．4―59．6―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルターズディオサ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2019．8．3 新潟2着

2017．2．7生 牝2青鹿 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月30日まで平地競走

に出走できない。

21122 8月31日 晴 重 （1新潟2） 第11日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時45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
1：53．8
1：50．9

良
不良

45 マイネルアストリア 牡2鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 41：55．6 12．6�

57 クロカドッグ 牡2鹿 54
53 ☆野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 496＋ 61：56．45 276．5�

69 コスモケルビン 牡2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 490± 0 〃 ハナ 43．4�
813 シゲルミカヅキ 牡2鹿 54 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 450－ 61：56．82� 1．7�
11 � マイネルティプトン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 472－ 21：56．9� 185．3	

68 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＋ 61：57．0	 7．3

56 フォンテーヌ 牝2青鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 508＋ 61：57．74 78．7�
22 グロワールポン 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 490－ 2 〃 クビ 24．5
710 カガジャドール 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 452－ 21：59．18 46．5�
711 ミスヒアリング 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 494－ 41：59．2� 37．8�
44 フジノヤマテソーロ 牡2栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田牧場 494＋121：59．94 4．0�
812 コスモピオニール 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 アサヒ牧場 464＋ 42：00．0� 164．3�
33 セレナアンバー 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 464± 02：00．95 221．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，468，800円 複勝： 65，039，400円 枠連： 12，760，500円
馬連： 43，331，100円 馬単： 27，636，900円 ワイド： 30，729，800円
3連複： 59，609，400円 3連単： 94，956，000円 計： 361，531，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 580円 � 7，520円 � 1，930円 枠 連（4－5） 5，690円

馬 連 �� 93，800円 馬 単 �� 149，110円

ワ イ ド �� 17，330円 �� 3，250円 �� 23，950円

3 連 複 ��� 465，690円 3 連 単 ��� 2，753，720円

票 数

単勝票数 計 274688 的中 � 18331（4番人気）
複勝票数 計 650394 的中 � 32081（4番人気）� 2177（13番人気）� 8709（7番人気）
枠連票数 計 127605 的中 （4－5） 1737（12番人気）
馬連票数 計 433311 的中 �� 358（54番人気）
馬単票数 計 276369 的中 �� 139（94番人気）
ワイド票数 計 307298 的中 �� 455（55番人気）�� 2474（24番人気）�� 329（62番人気）
3連複票数 計 596094 的中 ��� 96（203番人気）
3連単票数 計 949560 的中 ��� 25（1097番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―13．7―12．6―12．4―13．0―13．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―50．4―1：03．0―1：15．4―1：28．4―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3
・（4，5）8（7，13）9（1，12）－（3，10）－11－2－6・（5，8）（4，13）9（7，1）12－2，10，3－（11，6）

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

勝馬の
紹 介

マイネルアストリア �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Shamardal デビュー 2019．6．15 東京7着

2017．4．7生 牡2鹿 母 オレゴンレディ 母母 Oregon Trail 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレナアンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月30日まで平地競

走に出走できない。

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１１日

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 8日第 3競走）
〔その他〕　　コスモテキロ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21123 8月31日 晴 稍重 （1新潟2） 第11日 第3競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時15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
1：59．7
1：56．1

良
良

714� サトノセシル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf
Alqahtani 448－102：02．1 2．6�

611 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 福永 祐一小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466－ 42：02．52� 8．0�
48 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 内田 博幸内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 508－ 42：02．82 37．7�
35 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 452－ 2 〃 クビ 26．7�
817 ブライティアセルバ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 428＋ 2 〃 ハナ 12．2�
612 ココリアッピア 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452＋ 22：02．9� 19．7	
510 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 B494－ 42：03．11	 5．4�
816 ニシノプレジール 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 424＋ 62：03．2
 15．4�
11 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510－10 〃 クビ 7．0
23 ハンターバレー 牡3栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 476± 02：03．3クビ 10．7�
12 ヘヴンリータイム �3栗 56

54 △木幡 育也伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 496＋ 42：03．51� 97．8�
818 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 矢野牧場 422＋ 22：03．6� 38．1�
715 フォーティラブ 牡3鹿 56 木幡 初也 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 472± 02：03．81	 410．3�
47 アドマイヤクロス 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 468－ 82：03．9クビ 344．2�
713 ココリガストン 牡3黒鹿 56

55 ☆野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 516＋16 〃 クビ 78．6�
36 ジャムジャマ �3青鹿56 柴田 大知岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 480 ―2：04．43 244．1�
24 ブラックアンバー 牡3黒鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 490－242：05．14 140．9�
59 サプライズフェスタ 牡3鹿 56 蓑島 靖典江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 468＋ 82：05．42 671．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，906，000円 複勝： 57，718，600円 枠連： 17，466，400円
馬連： 61，406，400円 馬単： 27，598，900円 ワイド： 48，225，700円
3連複： 82，100，200円 3連単： 90，028，100円 計： 418，450，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 240円 � 770円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，500円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 16，740円 3 連 単 ��� 43，890円

票 数

単勝票数 計 339060 的中 � 102965（1番人気）
複勝票数 計 577186 的中 � 127757（1番人気）� 60053（4番人気）� 14350（11番人気）
枠連票数 計 174664 的中 （6－7） 13693（3番人気）
馬連票数 計 614064 的中 �� 34547（3番人気）
馬単票数 計 275989 的中 �� 10934（3番人気）
ワイド票数 計 482257 的中 �� 17811（7番人気）�� 4856（33番人気）�� 3809（40番人気）
3連複票数 計 821002 的中 ��� 3677（60番人気）
3連単票数 計 900281 的中 ��� 1487（132番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．0―13．0―12．8―12．4―12．3―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．3―36．3―49．3―1：02．1―1：14．5―1：26．8―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

�サトノセシル �
�
父 Frankel �

�
母父 Observatory デビュー 2019．7．21 福島2着

2016．4．16生 牝3鹿 母 Dupe 母母 Double Crossed 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヤギリオーディン号の騎手内田博幸は，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。
※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 ゴーアブロード号

21124 8月31日 曇 重 （1新潟2） 第11日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時45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

59 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B486－ 61：54．0 17．4�
713 スカテナート 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 452－ 41：54．21 6．1�
34 ツキノサバク 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B430－12 〃 クビ 26．9�
58 コットンスノー �3芦 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：54．51� 3．6�
22 アッシュドール 牡3鹿 56 北村 宏司西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 504－ 21：54．71� 6．1�
814 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B496＋ 4 〃 アタマ 4．0	
47 サイファリス 牝3黒鹿54 石橋 脩水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 428－ 4 〃 ハナ 15．6

46 バイプレーヤー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 466－ 41：54．8� 14．0�
35 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 508＋ 61：56．18 9．4�
610 パワーリンク 牡3黒鹿56 木幡 巧也飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 506－141：56．2� 330．5
712 ファカレワレワ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅�ラ・メール 戸田 博文 浦河 谷川牧場 492－ 41：56．73 134．2�
11 ガ ル ラ バ ン 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 栄進牧場 538＋ 61：56．8� 246．1�

23 レアフィード 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 542＋ 61：57．22� 112．4�

815 コパノアダムス 牡3鹿 56 大野 拓弥小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：57．94 35．3�
611 エベレストテソーロ 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新冠 ハシモトフアーム 480－ 41：58．22 61．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，913，100円 複勝： 48，317，500円 枠連： 14，290，800円
馬連： 54，542，800円 馬単： 24，700，300円 ワイド： 42，648，500円
3連複： 72，673，900円 3連単： 84，399，400円 計： 371，486，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 430円 � 240円 � 620円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 12，490円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 4，770円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 38，960円 3 連 単 ��� 232，650円

票 数

単勝票数 計 299131 的中 � 13728（8番人気）
複勝票数 計 483175 的中 � 28034（7番人気）� 61448（3番人気）� 18232（9番人気）
枠連票数 計 142908 的中 （5－7） 11129（3番人気）
馬連票数 計 545428 的中 �� 7067（24番人気）
馬単票数 計 247003 的中 �� 1483（55番人気）
ワイド票数 計 426485 的中 �� 5226（27番人気）�� 2278（40番人気）�� 4377（31番人気）
3連複票数 計 726739 的中 ��� 1399（102番人気）
3連単票数 計 843994 的中 ��� 263（599番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．0―50．1―1：02．6―1：15．1―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

トーホウボッカ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．3．16 中山10着

2016．3．18生 牡3黒鹿 母 トーホウドルチェ 母母 トーホウウインド 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 パワーリンク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31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。
（非抽選馬） 4頭 アウレット号・ウエスタンカッター号・ストロングヘヴン号・ストームウォリアー号



21125 8月31日 曇 良 （1新潟2） 第11日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35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
1：46．6
1：45．6

良
良

58 ミッキーメテオ 牡2鹿 54 石橋 脩野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478 ―1：49．2 3．1�
711 バルバレスコ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472 ―1：49．41� 13．9�
45 シ ン ド ラ ー 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488 ―1：49．61� 17．8�
46 チュウワジョーダン 牡2黒鹿54 吉田 隼人中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 436 ―1：49．7� 68．6�
69 キャルブルー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 502 ― 〃 ハナ 40．8�
57 ペルラネーラ 牝2青鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452 ―1：49．8� 1．7	
814 マイネルミンドール 牡2芦 54 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 436 ―1：49．9	 13．7�
813 マイネルシエル 牡2青 54

53 ☆野中悠太郎 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496 ―1：50．0� 116．5�

34 アルマイナンナ 牝2芦 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 438 ―1：50．1	 140．6
11 オンリーワンボーイ 牡2青鹿 54

53 ☆武藤 雅金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム 434 ―1：50．2� 58．5�
712 ウインクランベリー 牝2栗 54

52 △木幡 育也
ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 396 ―1：50．41� 331．5�
33 エ ウ ロ パ 牝2栗 54 木幡 巧也 
コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：50．72 111．2�
22 イ オ ウ ゼ ン 牡2黒鹿54 津村 明秀諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 520 ― 〃 クビ 41．2�
610 ジャストワン 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 504 ―1：50．8クビ 120．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，188，800円 複勝： 86，928，100円 枠連： 18，918，500円
馬連： 57，090，200円 馬単： 33，522，700円 ワイド： 43，554，100円
3連複： 76，534，500円 3連単： 116，378，700円 計： 482，115，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 220円 � 510円 � 580円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 590円 �� 750円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 22，790円

票 数

単勝票数 計 491888 的中 � 127133（2番人気）
複勝票数 計 869281 的中 � 123337（2番人気）� 41221（4番人気）� 35175（5番人気）
枠連票数 計 189185 的中 （5－7） 22887（3番人気）
馬連票数 計 570902 的中 �� 21852（6番人気）
馬単票数 計 335227 的中 �� 8345（7番人気）
ワイド票数 計 435541 的中 �� 19740（6番人気）�� 14979（7番人気）�� 6450（16番人気）
3連複票数 計 765345 的中 ��� 7967（21番人気）
3連単票数 計1163787 的中 ��� 3702（65番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．9―12．5―12．9―12．5―11．5―10．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―36．7―49．2―1：02．1―1：14．6―1：26．1―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーメテオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．3．24生 牡2鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21126 8月31日 晴 稍重 （1新潟2） 第11日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時05分 （ダート・左）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

59 ラブオナヴィータ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 464 ―1：13．7 5．9�
23 トーアリュウジン �2栗 54 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 466 ―1：14．12� 17．9�
611 コトブキレイア 牝2鹿 54 北村 宏司尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 450 ―1：14．2クビ 17．1�
58 クワトロチェント 牡2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 8．5�
11 エスニックソング 牝2黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ―1：14．3� 30．9	
713 エイシンバッカス 牡2栗 54 戸崎 圭太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458 ― 〃 クビ 2．3

46 シバノレイワ 牡2黒鹿 54

52 △木幡 育也柴 一男氏 萱野 浩二 新冠 中央牧場 458 ―1：14．4� 144．5�
712 クリノファイヤー 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 468 ―1：14．93 178．9�
35 	 シルバージャック 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子阿津 昌弘氏 和田正一郎 米 C. Kidder
& N. Cole 486 ―1：15．22 5．4

610 トレンディー 牡2鹿 54 木幡 巧也平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 460 ―1：15．52 225．2�
47 サ ノ チ ナ 牝2鹿 54 柴田 大知佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 400 ―1：16．98 41．5�
22 トーアテンソンシ 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 440 ―1：17．0� 56．8�
34 バランスロック 牡2栗 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ―1：19．6大差 13．3�
814 エスケイムーン 牡2鹿 54 武士沢友治伊藤 輔則氏 林 徹 浦河 まるとみ冨岡牧場 446 ―1：19．81� 259．8�
815 ササモッテコイ 牝2栗 54 宮崎 北斗西本 資史氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442 ―1：22．2大差 318．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，623，000円 複勝： 40，013，500円 枠連： 15，732，200円
馬連： 53，955，500円 馬単： 25，910，300円 ワイド： 36，438，200円
3連複： 67，733，500円 3連単： 77，190，700円 計： 351，596，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 430円 � 350円 枠 連（2－5） 2，380円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，070円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 44，840円

票 数

単勝票数 計 346230 的中 � 49224（3番人気）
複勝票数 計 400135 的中 � 56354（2番人気）� 22309（7番人気）� 28656（6番人気）
枠連票数 計 157322 的中 （2－5） 5107（9番人気）
馬連票数 計 539555 的中 �� 11618（15番人気）
馬単票数 計 259103 的中 �� 3296（25番人気）
ワイド票数 計 364382 的中 �� 9080（11番人気）�� 8867（12番人気）�� 4656（21番人気）
3連複票数 計 677335 的中 ��� 4707（38番人気）
3連単票数 計 771907 的中 ��� 1248（144番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．8―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブオナヴィータ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2017．3．17生 牝2鹿 母 コイセヨオトメ 母母 チャイナブリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 バランスロック号は，枠入り不良。発走時刻5分遅延。
〔調教再審査〕 バランスロック号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バランスロック号・エスケイムーン号・ササモッテコイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和元年9月30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。
（非当選馬） 9頭 アルムポルックス号・クイックレス号・シゲルフタゴザ号・スターファイター号・ソクシン号・タイムカプセル号・

タマモエクラン号・ブラーニーキス号・ルヴァンヴェール号追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 9日第 2競走）
〔その他〕　　シビックテック号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21127 8月31日 晴 良 （1新潟2） 第11日 第7競走 ��1，000�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

714 トモジャファイブ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 494－ 2 56．3 2．2�
816 カフェドラペ 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 436－ 8 56．51� 7．6�
817 ホシノウチカケ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 赤石 久夫 448± 0 〃 クビ 10．6�
24 ウインドシャルム 牝3栗 54 西田雄一郎福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 428± 0 56．71� 89．8�
35 タイセイブランシュ 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 468－ 4 56．8� 34．5�
612 ヒートミープリーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡�高橋ファーム 高橋 裕 新ひだか 高橋フアーム 452＋ 2 57．11� 10．4	
59 マロンクルール 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹 
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 岡田スタツド 414＋ 4 57．31� 104．2�

47 テ ミ ス 牝3青 54
51 ▲藤田菜七子 
カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 446－ 2 〃 クビ 10．0�
611 シ ャ ウ エ ン 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 478＋ 2 57．4� 6．6
818 フルールデシャン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 432＋ 4 〃 アタマ 182．0�
36 バイカマロン 牝3栗 54 嘉藤 貴行西森 功氏 鈴木 伸尋 新ひだか ニシケンフアーム 444－ 1 57．6� 273．7�
23 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 462＋ 2 〃 クビ 20．4�
48 サンロアノーク 牡3黒鹿56 西村 太一 
加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 466＋ 2 57．91� 30．9�
713 シンボリジョーク 牡3栗 56 柴田 大知シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 B484＋ 2 58．11� 167．6�
12 タイガーストライプ 牡3芦 56 内田 博幸�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 454－ 4 58．41� 38．4�
11 フライソーハイ 牝3青 54 木幡 巧也
明栄商事 松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 440＋ 6 〃 アタマ 41．3�
715 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿56 柴田 善臣安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 460－ 6 〃 クビ 69．0�
510 シンボリノワール 牝3青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B448－ 8 58．71� 50．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，833，100円 複勝： 46，708，100円 枠連： 23，516，900円
馬連： 76，646，600円 馬単： 32，285，600円 ワイド： 53，172，900円
3連複： 124，304，800円 3連単： 134，495，400円 計： 526，963，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 240円 � 240円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 450円 �� 440円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 358331 的中 � 129315（1番人気）
複勝票数 計 467081 的中 � 117237（1番人気）� 42914（5番人気）� 42963（4番人気）
枠連票数 計 235169 的中 （7－8） 37236（1番人気）
馬連票数 計 766466 的中 �� 56032（2番人気）
馬単票数 計 322856 的中 �� 13716（3番人気）
ワイド票数 計 531729 的中 �� 31448（3番人気）�� 32178（2番人気）�� 12417（8番人気）
3連複票数 計1243048 的中 ��� 32952（4番人気）
3連単票数 計1344954 的中 ��� 9286（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．3―44．5

上り4F44．1－3F33．6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャファイブ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．9．1 新潟11着

2016．4．6生 牡3鹿 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 9戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 フライソーハイ号・シンボリジョーク号・フルールデシャン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和
元年10月31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。
（非抽選馬） 2頭 コマノヴァンドール号・パンドラ号

21128 8月31日 晴 稍重 （1新潟2） 第11日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

611� レイナデルビエント 牝4鹿 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B476＋141：52．4 47．8�
610 エンドーツダ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 438－ 61：52．61� 2．7�
713 アポロプリンセス 牝4栗 55 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 B488＋ 21：53．02� 5．8�
47 ボンドロール 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 460－ 41：53．42� 18．2�
35 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 480－ 41：53．5クビ 7．9�
11 タツオウカランブ 牝4栗 55 福永 祐一鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 488± 01：54．24 14．7	
59 クラウンロマン 牝6芦 55 吉田 豊矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B470± 01：54．41� 15．9

46 ラブサンキュー 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 466＋ 21：54．93 82．4�
22 クロスパール 牝3栗 52 内田 博幸 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 442－ 21：55．53� 2．9
58 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 460－ 21：55．6	 77．2�
34 デルマシャイヨー 牝3青 52 杉原 誠人浅沼 廣幸氏 的場 均 新ひだか 萩澤 泰博 424－101：56．23� 331．6�
712� アイスバーグアリー 牝3青鹿 52

49 ▲小林 凌大杉浦 和也氏 的場 均 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 2 〃 クビ 233．7�

23 ラフレシアレディ 牝3鹿 52 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 476－ 61：56．51	 228．1�
814 テ ン キ セ キ 牝6鹿 55 大野 拓弥天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B482－ 42：00．0大差 181．4�
815� ディーズエフォート 牝4栗 55 菅原 隆一�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 476＋ 42：00．42� 368．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，078，300円 複勝： 45，421，500円 枠連： 15，492，900円
馬連： 77，386，400円 馬単： 34，529，600円 ワイド： 49，225，100円
3連複： 95，306，100円 3連単： 122，369，300円 計： 472，809，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 790円 � 160円 � 190円 枠 連（6－6） 5，890円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 18，910円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 3，170円 �� 370円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 85，140円

票 数

単勝票数 計 330783 的中 � 5530（8番人気）
複勝票数 計 454215 的中 � 10537（8番人気）� 91721（1番人気）� 67472（4番人気）
枠連票数 計 154929 的中 （6－6） 2037（20番人気）
馬連票数 計 773864 的中 �� 9015（19番人気）
馬単票数 計 345296 的中 �� 1369（44番人気）
ワイド票数 計 492251 的中 �� 5924（20番人気）�� 3703（27番人気）�� 38408（2番人気）
3連複票数 計 953061 的中 ��� 7889（30番人気）
3連単票数 計1223693 的中 ��� 1042（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．6―49．4―1：02．1―1：14．4―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
6，11（7，13）（1，14）（9，12）（8，10）（3，5，15）－2－4
6（11，13）7（1，9）（14，10）8（5，2）－（3，12）－15－4

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

勝馬の
紹 介

�レイナデルビエント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 キングカメハメハ

2015．5．5生 牝4鹿 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンキセキ号・ディーズエフォート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月
30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〕 ラフレシアレディ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31日まで平地競走に出走
できない。



21129 8月31日 晴 良 （1新潟2） 第11日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

611 パルティアーモ 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474－ 21：59．7 6．3�
712� クリノオスマン 	5栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 450± 01：59．8
 28．0�
11 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 418＋ 42：00．01� 12．1�
47 ドリームインパクト 牡3鹿 54 内田 博幸 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 492－ 22：00．1� 2．1�
814 ダイシンクイント 牡5黒鹿57 田中 勝春大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 474－10 〃 ハナ 38．7	
46 マジックリアリズム 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 クビ 6．8

35 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 02：00．2クビ 7．5�
23 シュテルンシチー 牡3栗 54 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 440－ 82：00．73 167．2�
58 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 4 〃 同着 89．2
22 ブルーアガヴェ 牡3黒鹿54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 444＋ 4 〃 クビ 54．5�

610 ミカエリビジン 牝3黒鹿52 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 新ひだか 幌村牧場 450－ 62：00．8クビ 243．3�
713 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 52 津村 明秀ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 454＋10 〃 アタマ 6．8�
815 プランスシャルマン 	6栗 57 武藤 雅村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462－ 62：01．22� 267．3�
59 サクセスクルーズ 牡3黒鹿54 菊沢 一樹髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 410＋ 62：01．83� 562．2�
34  ケープルーウィン 牡3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Marcella &

Mike Foley 522－ 22：02．22� 529．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 64，092，500円 複勝： 85，964，600円 枠連： 22，179，600円
馬連： 106，258，200円 馬単： 56，113，600円 ワイド： 72，450，300円
3連複： 137，020，000円 3連単： 205，167，000円 計： 749，245，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 270円 � 570円 � 390円 枠 連（6－7） 1，270円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 960円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 14，650円 3 連 単 ��� 81，540円

票 数

単勝票数 計 640925 的中 � 81026（2番人気）
複勝票数 計 859646 的中 � 94249（4番人気）� 36334（7番人気）� 56657（6番人気）
枠連票数 計 221796 的中 （6－7） 13516（5番人気）
馬連票数 計1062582 的中 �� 14047（22番人気）
馬単票数 計 561136 的中 �� 3997（36番人気）
ワイド票数 計 724503 的中 �� 11002（20番人気）�� 19883（13番人気）�� 7540（23番人気）
3連複票数 計1370200 的中 ��� 7014（43番人気）
3連単票数 計2051670 的中 ��� 1824（232番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―10．8―10．9―11．8―12．1―12．2―12．5―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―34．5―45．4―57．2―1：09．3―1：21．5―1：34．0―1：46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルティアーモ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．8．19 札幌10着

2016．5．16生 牝3鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 7戦2勝 賞金 18，985，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ミカエリビジン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31日まで平地競走に出走でき

ない。
※ミカエリビジン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21130 8月31日 晴 良 （1新潟2） 第11日 第10競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．9．1以降1．8．25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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

818 ナランフレグ 牡3栗 53 戸崎 圭太西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 468＋ 21：08．7 4．1�
36 セイウンリリシイ 牝4鹿 52 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 61：08．91� 18．3�
715 ファンタジステラ 牡5鹿 55 内田 博幸 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 436－ 21：09．0� 7．8�
23 メジャーレート 牡4栗 55 川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B440－10 〃 ハナ 12．3�
24 ダノンハイパワー 牡5黒鹿56 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 500－ 4 〃 アタマ 41．3	
817 ア ー ヒ ラ 牝4芦 53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 430－10 〃 アタマ 37．7

47 メイラヴェル 牝4鹿 54 津村 明秀千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：09．1� 4．6�
714 ピースユニヴァース 牡4鹿 56 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 484＋ 81：09．2クビ 14．3�
612 ド ウ デ ィ 牡5鹿 54 吉田 隼人 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480－ 2 〃 ハナ 67．4
713 フ ァ ド 牝6栗 52 大野 拓弥 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 B496± 0 〃 ハナ 159．1�
611 シャインサンデー 牝5栗 53 福永 祐一森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426＋ 61：09．3� 4．1�
11 ラストプリマドンナ 牝4鹿 53 北村 宏司 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 アタマ 31．0�
12 � アンインジュリー 牝4栗 52 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 492＋14 〃 ハナ 75．1�
48 イノバティブ 	5鹿 55 木幡 巧也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 33．0�
816 モルゲンロート 牡6鹿 56 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 21：09．4� 60．0�
510 プリティマックス 牝5栗 52 野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 436± 01：09．61
 93．9�
59 マイティーワークス 牝4青鹿53 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B466＋ 21：09．81
 22．2�
35 ラニカイシチー 牡5鹿 51 木幡 初也 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 81：10．86 367．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，761，300円 複勝： 72，637，200円 枠連： 32，181，400円
馬連： 131，376，000円 馬単： 48，838，400円 ワイド： 83，151，100円
3連複： 174，557，500円 3連単： 194，528，800円 計： 787，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 230円 � 560円 � 270円 枠 連（3－8） 4，210円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 930円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 66，150円

票 数

単勝票数 計 497613 的中 � 96082（1番人気）
複勝票数 計 726372 的中 � 93428（3番人気）� 29045（8番人気）� 72817（4番人気）
枠連票数 計 321814 的中 （3－8） 5912（18番人気）
馬連票数 計1313760 的中 �� 22538（14番人気）
馬単票数 計 488384 的中 �� 5108（22番人気）
ワイド票数 計 831511 的中 �� 11452（18番人気）�� 23837（7番人気）�� 7711（27番人気）
3連複票数 計1745575 的中 ��� 9436（39番人気）
3連単票数 計1945288 的中 ��� 2132（177番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．6―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．4―56．5

コーナー
通過順位

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

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 9戦3勝 賞金 40，665，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースミステリー号・ショウナンマッシブ号
（非抽選馬） 1頭 ジュリーハーツ号



21131 8月31日 晴 良 （1新潟2） 第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．5

良
良

79 ロードマイウェイ 牡3鹿 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 462± 01：33．6 7．4�
44 ア ガ ラ ス 牡3青鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 506－ 21：33．81� 8．5�
67 アントリューズ 牡3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 494－ 41：33．9クビ 2．7�
56 ミッキーブリランテ 牡3鹿 54 福永 祐一野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 4．2�
33 アバルラータ 牝5鹿 55 武藤 雅安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 460± 01：34．21
 52．6	
55 デスティニーソング 牝5鹿 55 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 468＋10 〃 クビ 94．7

22 ミスティックグロウ 牡4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 ハナ 10．5�
710 レジーナドーロ 牝4栗 55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 458＋121：34．3
 6．5�
811 ミュージアムヒル 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474－121：34．4� 21．0
68 アモーレミオ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：34．5
 15．0�
11 バティスティーニ 牡6鹿 57 川又 賢治 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B488± 01：34．71� 92．3�
812 レッドオルバース 牡7栗 57 野中悠太郎 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 クビ 213．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 121，861，600円 複勝： 139，029，200円 枠連： 48，910，400円
馬連： 278，492，400円 馬単： 108，510，600円 ワイド： 153，418，400円
3連複： 368，281，300円 3連単： 530，596，900円 計： 1，749，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 220円 � 140円 枠 連（4－7） 1，320円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 23，360円

票 数

単勝票数 計1218616 的中 � 131139（4番人気）
複勝票数 計1390292 的中 � 141156（4番人気）� 139632（5番人気）� 326276（1番人気）
枠連票数 計 489104 的中 （4－7） 28704（5番人気）
馬連票数 計2784924 的中 �� 67965（14番人気）
馬単票数 計1085106 的中 �� 13088（28番人気）
ワイド票数 計1534184 的中 �� 35820（15番人気）�� 105805（3番人気）�� 83777（5番人気）
3連複票数 計3682813 的中 ��� 102991（6番人気）
3連単票数 計5305969 的中 ��� 16462（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．7―47．9―59．9―1：11．0―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマイウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．10．14 新潟4着

2016．3．4生 牡3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 8戦4勝 賞金 54，626，000円
※ロードマイウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21132 8月31日 晴 稍重 （1新潟2） 第11日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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

11 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 内田 博幸金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 448－ 21：11．4 7．4�
47 ハナブショウ 牝3鹿 52 木幡 巧也河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 454＋181：11．82� 21．6�
59 ラブユーミー 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498－ 2 〃 クビ 13．0�
34 グラデュエイト 牡4青鹿57 福永 祐一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 506± 0 〃 アタマ 6．2�
22 サリーバランセ 牝3栗 52 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 466＋101：12．01� 6．3�
23 ホ マ レ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 464－ 41：12．1� 5．8	
611 ホーカスポーカス 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428－ 61：12．2� 2．5

713 アドマイヤムテキ 牡6黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 01：12．51	 21．0�
35 サンマルミヤビ 牝4青鹿55 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 452＋201：12．6	 335．9�
814 ラ イ ゴ ッ ド 牝4黒鹿55 武士沢友治�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 460＋121：13．77 50．1
712 クリノセゴビア 牝6黒鹿55 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B434－ 8 〃 ハナ 210．0�
815
 フ ロ イ デ �4栗 57

55 △木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B488－ 41：14．01	 38．8�

46 
 クリノハプスブルク 牡5鹿 57
56 ☆菊沢 一樹栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 450＋ 21：14．1� 222．4�

610
 エマブルーム 牝4黒鹿55 西田雄一郎横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 430－ 4 〃 ハナ 169．5�
58 
 シンボリピカソ �4芦 57

56 ☆武藤 雅飯田 正剛氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 B456－141：14．84 104．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 66，139，000円 複勝： 78，927，900円 枠連： 31，864，600円
馬連： 135，315，400円 馬単： 62，346，300円 ワイド： 92，620，500円
3連複： 194，808，000円 3連単： 275，138，400円 計： 937，160，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 610円 � 360円 枠 連（1－4） 7，970円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 15，930円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 1，260円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 21，600円 3 連 単 ��� 136，530円

票 数

単勝票数 計 661390 的中 � 70982（5番人気）
複勝票数 計 789279 的中 � 92389（3番人気）� 30444（8番人気）� 56409（6番人気）
枠連票数 計 318646 的中 （1－4） 3098（27番人気）
馬連票数 計1353154 的中 �� 11592（27番人気）
馬単票数 計 623463 的中 �� 2934（47番人気）
ワイド票数 計 926205 的中 �� 9799（27番人気）�� 19342（15番人気）�� 9633（28番人気）
3連複票数 計1948080 的中 ��� 6763（58番人気）
3連単票数 計2751384 的中 ��� 1461（347番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ー ル デ ン �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Alhaarth デビュー 2016．11．26 東京4着

2014．4．8生 牡5鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 31戦2勝 賞金 34，500，000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） 1頭 ジェイケイマッチョ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルスピネル号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 10 日第 6競走）
〔その他〕　　ミヤコノユメ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（1新潟2）第11日 8月31日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

186，220，000円
2，590，000円
23，230，000円
1，560，000円
20，530，000円
76，017，500円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
577，192，100円
820，169，500円
269，087，500円
1，132，215，600円
510，213，600円
751，113，400円
1，535，615，900円
2，017，883，500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 7，613，491，100円

総入場人員 11，825名 （有料入場人員 10，179名）
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