
21073 8月17日 曇 良 （1新潟2） 第7日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時10分 （芝・左・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

48 エンジェルサークル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442－121：35．9 4．6�
713 ソ ス ピ タ 牝2芦 54

53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442± 01：36．53� 2．4�
47 ミルキーハート 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450± 0 〃 クビ 8．0�
818 コパノカリブ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 440－121：36．92� 29．1�
611 ラルナジェナ 牝2青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：37．0� 25．2�
715 カシマホオズキ 牝2青鹿54 大野 拓弥松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 416－ 4 〃 クビ 62．4	
714 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 450－ 41：37．1クビ 6．6

23 デ ル タ 牝2青鹿54 杉原 誠人村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 440＋ 4 〃 クビ 223．7�
816 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 388－ 61：37．2クビ 65．8�
36 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± 01：37．3� 9．7
510 クルワールデジール 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 454－121：37．61� 157．3�
59 リラジョリフィーユ 牝2黒鹿54 内田 博幸 �YGGホースクラブ 青木 孝文 新ひだか 伊藤 敏明 432－101：38．13 88．4�
24 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 498－ 41：38．2� 59．1�
35 カシノアジュライト 牝2鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 加藤士津八 浦河 フクオカファーム 486＋ 2 〃 アタマ 246．8�
817 シゲルビアンカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 398－ 2 〃 クビ 329．8�
11 ハワーマハル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 458± 01：38．94 442．8�
612 サツキオーゴン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 432－ 41：39．0� 35．7�
12 テイエムビーナス 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 468－ 21：39．74 228．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，360，400円 複勝： 46，490，300円 枠連： 17，337，600円
馬連： 58，186，000円 馬単： 27，802，100円 ワイド： 42，694，700円
3連複： 85，436，000円 3連単： 96，819，000円 計： 407，126，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 120円 � 170円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 323604 的中 � 57911（2番人気）
複勝票数 計 464903 的中 � 73983（2番人気）� 122981（1番人気）� 60711（4番人気）
枠連票数 計 173376 的中 （4－7） 47189（1番人気）
馬連票数 計 581860 的中 �� 58044（1番人気）
馬単票数 計 278021 的中 �� 13583（4番人気）
ワイド票数 計 426947 的中 �� 32099（3番人気）�� 19457（5番人気）�� 34563（1番人気）
3連複票数 計 854360 的中 ��� 48093（2番人気）
3連単票数 計 968190 的中 ��� 12097（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．7―48．4―1：01．4―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．5
3 6，12（7，14）9（5，13，16）8（3，15）（4，10）（11，18）（2，17）1 4 ・（6，12）（7，14）9（5，13，16）（8，15）（3，10，18）（4，11，17）（2，1）

勝馬の
紹 介

エンジェルサークル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．1．29生 牝2黒鹿 母 ツインエンジェルズ 母母 マウンテンエンジェル 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ミスヒアリング号の調教師根本康広は，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。

21074 8月17日 曇 稍重 （1新潟2） 第7日 第2競走 ��1，200�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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

47 ニシノレオニダス 牡2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 504－ 21：12．9 18．8�
712 ニシノホライゾン 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 500± 0 〃 クビ 4．2�
59 サザンレインボー 牡2栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング

フィールド牧場 520－161：13．11� 2．2�
35 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 424－ 21：13．41� 14．0�
815 マイネルエスペルト 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 508－ 81：14．03� 12．3	
34 プレジールドビブル 牡2鹿 54 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 438± 0 〃 ハナ 143．3

713 マイネルグローバル 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新ひだか 真歌田中牧場 460＋ 21：14．42� 70．2�

610 チェリーガイア 牝2芦 54 吉田 豊櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 460－ 2 〃 クビ 66．1�
11 ヴォーグロックユー 牡2栗 54 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 464－ 21：14．82� 43．5
58 トルベジーノ 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 410－ 41：15．01 74．5�
46 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 454－ 8 〃 アタマ 215．7�
23 ムーニーヴァレー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：15．1クビ 49．4�
814 プ リ ン サ ン 牝2鹿 54 石橋 脩是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422－ 8 〃 クビ 10．2�
611 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 456＋ 61：15．2クビ 15．7�
22 スタジアムロック 牡2栗 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 61：16．79 28．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，633，300円 複勝： 40，033，800円 枠連： 14，973，300円
馬連： 56，527，700円 馬単： 27，081，300円 ワイド： 47，313，300円
3連複： 81，208，400円 3連単： 91，949，800円 計： 390，720，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 310円 � 140円 � 120円 枠 連（4－7） 3，500円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 970円 �� 590円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 316333 的中 � 14226（7番人気）
複勝票数 計 400338 的中 � 21088（7番人気）� 76446（2番人気）� 115300（1番人気）
枠連票数 計 149733 的中 （4－7） 3312（14番人気）
馬連票数 計 565277 的中 �� 11833（13番人気）
馬単票数 計 270813 的中 �� 2612（25番人気）
ワイド票数 計 473133 的中 �� 10629（11番人気）�� 18682（6番人気）�� 73052（1番人気）
3連複票数 計 812084 的中 ��� 31268（4番人気）
3連単票数 計 919498 的中 ��� 2868（60番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．4―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノレオニダス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2019．7．21 福島8着

2017．4．20生 牡2黒鹿 母 バラッドローズ 母母 Darling My Darling 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルトリトン号
（非抽選馬） 2頭 グレートコート号・ジュニパーベリー号

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17日 晴 稍重 （1新潟2） 第7日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時15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

34 アララトテソーロ 牡3栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 464－ 61：54．8 8．3�

814 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 478＋ 61：55．33 3．5�
35 ユイノムサシ 牡3芦 56 丸山 元気由井健太郎氏 萩原 清 新ひだか 山口 忠彦 474＋ 41：55．51 12．4�
22 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± 01：55．81� 3．8�
713 サクラザチェンジ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B478－ 21：56．11� 3．8�
610 ア ラ ゴ ネ ス �3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 550＋ 41：56．31� 23．9	
59 フォースキャリア 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460＋ 41：56．72� 50．5�
11 ゴーアブロード 牡3鹿 56 嘉藤 貴行
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 492－ 41：57．33� 233．6�
611 プリマコロン 牝3栗 54

52 △木幡 育也臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 468－ 41：57．51 44．5
47 ドリームリッチ 牡3鹿 56 戸崎 圭太宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 442－ 61：57．6� 14．7�
23 カリスマサンボス 牡3芦 56 宮崎 北斗畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 加藤 重治 558＋ 61：57．7� 181．1�
46 フリーズオプション 牡3鹿 56 武士沢友治吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 452＋ 41：57．91� 181．1�
712 マ ハ カ ー ラ 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか キヨタケ牧場 470－121：58．43 14．9�

815 マ リ ー 牝3青鹿54 伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 B468± 02：02．8大差 168．3�

（14頭）
58 レアフィード 牡3鹿 56 石橋 脩 
シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 544＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，309，600円 複勝： 39，130，500円 枠連： 14，518，300円
馬連： 49，925，300円 馬単： 25，233，100円 ワイド： 37，898，800円
3連複： 69，192，900円 3連単： 81，651，500円 計： 343，860，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 170円 � 320円 枠 連（3－8） 1，010円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，710円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 41，160円

票 数

単勝票数 差引計 263096（返還計 4546） 的中 � 25340（4番人気）
複勝票数 差引計 391305（返還計 6647） 的中 � 41616（4番人気）� 72977（3番人気）� 27052（5番人気）
枠連票数 差引計 145183（返還計 118） 的中 （3－8） 11076（5番人気）
馬連票数 差引計 499253（返還計 23623） 的中 �� 21651（6番人気）
馬単票数 差引計 252331（返還計 11045） 的中 �� 4563（15番人気）
ワイド票数 差引計 378988（返還計 18174） 的中 �� 15210（6番人気）�� 5467（18番人気）�� 11311（8番人気）
3連複票数 差引計 691929（返還計 59790） 的中 ��� 8364（18番人気）
3連単票数 差引計 816515（返還計 67302） 的中 ��� 1438（125番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．9―13．1―12．3―12．0―13．1―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．7―50．8―1：03．1―1：15．1―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．7
1
3
・（5，10）（4，14）2（1，12，7，11）15（6，9）13＝3
5，10（4，14）（2，13）－（11，12）（1，7）（6，9）＝3－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アララトテソーロ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．10．20 東京16着

2016．3．13生 牡3栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走除外〕 レアフィード号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 アララトテソーロ号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・2番）

コットンスノー号の騎手M．デムーロは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月17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〕 カリスマサンボス号・フリーズオプション号・ドリームリッチ号・マリー号は，「3走成績による出走制限」の

ため，令和元年10月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイティウェイ号
（非抽選馬） 2頭 カイマナ号・サクラトップハロー号

21076 8月17日 晴 良 （1新潟2） 第7日 第4競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時45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
2：24．6
2：20．6

良
良

36 マイティウェイ 牡3黒鹿56 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B472－ 62：29．4 35．6�

24 エクリヴァン 牡3栗 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 クビ 6．3�
48 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 B498＋ 62：29．71� 1．9�
47 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512－142：29．8� 7．2�
35 シーザウェイクリア 牡3青鹿56 丸山 元気 �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B546－ 42：29．9� 40．6	
59 トキノユウホウ 牡3鹿 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474± 02：30．0� 92．1

818 ドゥオンフルール 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士大塚 亮一氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 456－ 22：30．1� 66．4�
612 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 468＋ 42：30．31� 101．1�
611 マヤノハルモニア 牝3鹿 54

52 △木幡 育也田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 434＋ 22：30．4� 82．5
715 コ ル ク 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B496－ 2 〃 ハナ 211．4�
23 キービジュアル 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B522＋ 2 〃 アタマ 67．3�
11 ディーププリモ 牡3鹿 56 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 大士 登別 登別上水牧場 464－ 42：30．5� 24．3�
713 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 532＋ 22：30．6� 21．5�
12 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 396＋ 2 〃 クビ 230．5�
510 ジェラーニオ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：30．91� 50．8�
714 オウケンインザサン 牡3青 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 456± 02：31．21� 81．6�
817 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± 02：31．73 7．7�
816 ヴァイスカイザー 牡3芦 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋12 （競走中止） 12．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，404，100円 複勝： 54，392，600円 枠連： 20，676，800円
馬連： 61，570，000円 馬単： 33，745，700円 ワイド： 52，926，300円
3連複： 94，291，200円 3連単： 121，293，300円 計： 475，300，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，560円 複 勝 � 580円 � 210円 � 110円 枠 連（2－3） 4，670円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 22，960円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，240円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 76，400円

票 数

単勝票数 計 364041 的中 � 8166（8番人気）
複勝票数 計 543926 的中 � 14298（8番人気）� 55311（4番人気）� 202507（1番人気）
枠連票数 計 206768 的中 （2－3） 3427（15番人気）
馬連票数 計 615700 的中 �� 5166（27番人気）
馬単票数 計 337457 的中 �� 1102（59番人気）
ワイド票数 計 529263 的中 �� 5094（27番人気）�� 10502（10番人気）�� 39233（3番人気）
3連複票数 計 942912 的中 ��� 12142（15番人気）
3連単票数 計1212933 的中 ��� 1151（216番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．2―13．0―13．7―13．7―12．0―11．6―11．9―11．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．6―36．8―49．8―1：03．5―1：17．2―1：29．2―1：40．8―1：52．7―2：04．5―2：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マイティウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．10．20 東京5着

2016．3．7生 牡3黒鹿 母 アポロティアラ 母母 タイキフレグランス 10戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 ヴァイスカイザー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 ジェラーニオ号・マヤノハルモニア号・オウケンインザサン号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和元年10月17日まで平地競走に出走できない。
※キービジュアル号・ドゥオンフルール号・マイティウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21077 8月17日 晴 良 （1新潟2） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時35分 （芝・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
2：01．8
1：59．6

良
良

66 ショウナンバレリオ 牡2黒鹿54 津村 明秀国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 462 ―2：04．2 26．9�
33 ステージアクトレス 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466 ―2：04．41� 16．7�
67 ロッソビアンコ 牝2鹿 54 北村 宏司平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432 ― 〃 クビ 37．4�
22 ラヴィンフォール 牝2青鹿54 M．デムーロ大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492 ―2：04．5� 2．5�
811 グレートバローズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 438 ―2：04．71� 5．5�
55 ク ロ ス キ ー 牡2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520 ―2：05．55 2．5	
810 キ リ ゲ リ 牡2栗 54 木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 えりも 寺井 文秀 484 ―2：07．6大差 51．1

78 ジーマックス 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 526 ― 〃 アタマ 28．4�
11 ペルリナージュ 牡2黒鹿54 大野 拓弥岩﨑 伸道氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 516 ―2：09．4大差 20．1�
44 グ リ ッ ト 牡2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 加藤士津八 青森 一山育成牧場 472 ―2：10．46 282．5
79 クールモンテ 牡2青鹿54 吉田 豊村島 昭男氏 高橋 文雅 新ひだか 原口牧場 496 ―2：14．8大差 216．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，486，300円 複勝： 38，427，500円 枠連： 10，912，900円
馬連： 56，237，600円 馬単： 33，135，800円 ワイド： 38，272，000円
3連複： 72，629，400円 3連単： 119，028，300円 計： 413，129，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 580円 � 380円 � 850円 枠 連（3－6） 6，520円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 32，100円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 3，850円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 49，560円 3 連 単 ��� 466，460円

票 数

単勝票数 計 444863 的中 � 13969（6番人気）
複勝票数 計 384275 的中 � 17395（7番人気）� 28421（4番人気）� 11306（8番人気）
枠連票数 計 109129 的中 （3－6） 1296（18番人気）
馬連票数 計 562376 的中 �� 3463（27番人気）
馬単票数 計 331358 的中 �� 774（54番人気）
ワイド票数 計 382720 的中 �� 3871（26番人気）�� 2552（31番人気）�� 3008（29番人気）
3連複票数 計 726294 的中 ��� 1099（77番人気）
3連単票数 計1190283 的中 ��� 185（476番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―38．6―52．0―1：04．7―1：16．7―1：28．6―1：40．4―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンバレリオ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．5．20生 牡2黒鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ショウナンバレリオ号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔その他〕 クールモンテ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリット号・クールモンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日ま

で平地競走に出走できない。

21078 8月17日 晴 良 （1新潟2） 第7日 第6競走 ��1，000�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

612 バカラクイーン 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 470＋ 8 56．1 2．7�

47 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 472＋20 57．05 84．7�

816 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 B456－ 4 57．21� 8．8�
713 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 410－ 4 57．3クビ 56．3�

23 テ ミ ス 牝3青 54
53 ☆野中悠太郎 �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 448＋14 〃 アタマ 20．1	
817 パ ン ド ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 416－ 8 〃 クビ 10．7

35 シ ャ ウ エ ン 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 468＋ 2 〃 ハナ 4．0�
714 シェアザプレジャー 牝3栗 54 木幡 巧也山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 394＋10 57．5� 76．3�
48 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 464－ 4 〃 ハナ 6．3
510 チェインドレディー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 4 〃 クビ 20．8�
11 ア マ レ ー ン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 6 57．6� 32．0�
12 アーバーデイ 牝3青 54

53 ☆川又 賢治岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 前川 隆範 444－ 6 57．7� 126．9�
36 タ ナ ロ ッ ト 牝3黒鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 468＋10 57．8� 24．9�
715 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム B404－ 6 58．01� 35．4�
818 ブレスドレイン 牝3黒鹿54 井上 敏樹�和田牧場 石毛 善彦 日高 スマイルファーム 504－ 4 〃 クビ 78．1�
611 テンフライト 牝3鹿 54 江田 照男天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 414－ 6 58．21� 160．1�
24 レコルダーレ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 424＋20 58．3クビ 95．9�
59 ヘルメットネエサン 牝3鹿 54 武士沢友治内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 三石川上牧場 396－12 58．4� 312．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，421，100円 複勝： 44，117，500円 枠連： 25，658，700円
馬連： 78，513，200円 馬単： 34，475，200円 ワイド： 55，220，500円
3連複： 124，395，400円 3連単： 136，622，700円 計： 535，424，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 1，630円 � 320円 枠 連（4－6） 980円

馬 連 �� 13，170円 馬 単 �� 17，160円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 640円 �� 11，700円

3 連 複 ��� 36，670円 3 連 単 ��� 188，310円

票 数

単勝票数 計 364211 的中 � 104889（1番人気）
複勝票数 計 441175 的中 � 100565（1番人気）� 5193（13番人気）� 32915（4番人気）
枠連票数 計 256587 的中 （4－6） 20213（3番人気）
馬連票数 計 785132 的中 �� 4618（37番人気）
馬単票数 計 344752 的中 �� 1506（53番人気）
ワイド票数 計 552205 的中 �� 2708（51番人気）�� 23967（4番人気）�� 1165（80番人気）
3連複票数 計1243954 的中 ��� 2544（112番人気）
3連単票数 計1366227 的中 ��� 526（541番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―10．7―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．4―33．1―43．9

上り4F43．9－3F33．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バカラクイーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Rahy デビュー 2018．9．17 中山2着

2016．4．14生 牝3栗 母 ファンアンドゲイムス 母母 Sharpwitted 6戦1勝 賞金 12，550，000円
〔制裁〕 ヘルメットネエサン号の調教師根本康広は，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。
〔3走成績による出走制限〕 アーバーデイ号・レコルダーレ号・チェインドレディー号・テンフライト号は，「3走成績による出走制限」の

ため，令和元年10月17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 アイドルズアイ号



21079 8月17日 晴 稍重 （1新潟2） 第7日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610� サウスブルーグラス 牡3黒鹿56 内田 博幸越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 452＋ 41：55．7 5．0�

46 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 B468－ 41：56．23 2．8�
611 ラインジュピター 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B446－ 81：56．52 22．4�
58 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 470－ 4 〃 クビ 7．0�
815 バンディエラ 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B516－12 〃 アタマ 4．3�
11 イデアエルピス 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 502－ 21：56．71 234．6�
47 アルファムーン 牡3栗 56 田辺 裕信	貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 510－ 81：56．91 11．3

35 シントーキング 牡3栗 56 江田 照男中野 辰三氏 石毛 善彦 むかわ 上水牧場 504－ 81：57．0� 118．0�
712 ア ケ ル 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治西森 功氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 466± 01：57．21	 44．9�
34 � ケープルーウィン 牡3鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Marcella &

Mike Foley 524－ 8 〃 クビ 29．5
814 ブレーヴウィザード 
3鹿 56 高野 和馬ライオンレースホース	 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 466－ 61：57．41	 493．8�
713 エイカイリバティ 牡3芦 56 吉田 豊二木 英德氏 田村 康仁 平取 清水牧場 414± 01：57．5クビ 504．9�
23 エムティーカイザ 牡3鹿 56 西田雄一郎	門別牧場 加藤士津八 新ひだか 木村 秀則 480－181：58．24 143．4�
22 ラ ギ ッ ド 牡3鹿 56 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 492＋ 61：58．41� 10．0�
59 シゲルサファイア 
3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492± 01：59．88 100．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，544，800円 複勝： 45，918，000円 枠連： 16，328，500円
馬連： 69，606，300円 馬単： 32，404，200円 ワイド： 48，655，400円
3連複： 91，484，000円 3連単： 110，745，500円 計： 451，686，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 130円 � 360円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，230円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 365448 的中 � 58425（3番人気）
複勝票数 計 459180 的中 � 65112（3番人気）� 122445（1番人気）� 23282（7番人気）
枠連票数 計 163285 的中 （4－6） 24121（2番人気）
馬連票数 計 696063 的中 �� 74344（1番人気）
馬単票数 計 324042 的中 �� 15441（5番人気）
ワイド票数 計 486554 的中 �� 46162（1番人気）�� 9323（16番人気）�� 13016（10番人気）
3連複票数 計 914840 的中 ��� 22534（9番人気）
3連単票数 計1107455 的中 ��� 5670（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―13．5―12．6―12．3―13．1―13．2―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―50．5―1：03．1―1：15．4―1：28．5―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．3
1
3
2，7，9（10，12）－6－11，14（1，8，15）13，5－4＝3・（2，7，9）（10，12）（6，8）－（11，15）（13，14）（1，4）（5，3）

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

勝馬の
紹 介

�サウスブルーグラス �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．10．14 東京7着

2016．3．3生 牡3黒鹿 母 South Humor 母母 Torchera 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 シゲルサファイア号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔3走成績による出走制限〕 ブレーヴウィザード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アウレット号・ラインコマンダー号
（非抽選馬） 1頭 リュウノハドウ号

21080 8月17日 晴 良 （1新潟2） 第7日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・左・外）（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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

57 シングフォーユー 牝3鹿 52 M．デムーロ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 462－ 21：59．4 2．7�
22 ティグラーシャ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 クビ 2．8�
68 ルイジアナママ 牝3青鹿52 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442－ 41：59．61 5．2�
56 シーオブザムーン 牝3青鹿 52

49 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：59．7� 59．1�
11 ジーナスイート 牝4芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 428－12 〃 クビ 21．9�
813 クィーンユニバンス 牝3鹿 52 北村 宏司亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：00．02 85．2	
69 シャワークライム 牝3黒鹿52 木幡 巧也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432＋ 22：00．1クビ 41．1

45 ウエスタンランポ 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 408± 02：00．2� 85．1�
812 デサフィアンテ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 15．0�
710 リンフォルツァンド 牝4鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 38．0
711 キャンディスイート 牝3鹿 52 宮崎 北斗吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452± 02：00．51� 67．5�
44 カナロアガール 牝3鹿 52 三浦 皇成広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 460± 0 〃 クビ 8．4�
33 サツキワルツ 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 458± 02：01．13� 61．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，842，400円 複勝： 59，911，500円 枠連： 17，040，100円
馬連： 85，366，300円 馬単： 38，547，800円 ワイド： 60，417，100円
3連複： 111，164，400円 3連単： 149，065，500円 計： 566，355，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 448424 的中 � 128268（1番人気）
複勝票数 計 599115 的中 � 144080（1番人気）� 135838（2番人気）� 84921（3番人気）
枠連票数 計 170401 的中 （2－5） 27377（1番人気）
馬連票数 計 853663 的中 �� 154279（1番人気）
馬単票数 計 385478 的中 �� 36520（1番人気）
ワイド票数 計 604171 的中 �� 82508（1番人気）�� 50121（2番人気）�� 43261（3番人気）
3連複票数 計1111644 的中 ��� 115198（1番人気）
3連単票数 計1490655 的中 ��� 39965（1番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．5―11．8―13．0―12．8―12．4―11．5―11．2―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―35．0―46．8―59．8―1：12．6―1：25．0―1：36．5―1：47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングフォーユー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．17 東京4着

2016．2．22生 牝3鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 7戦2勝 賞金 25，680，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 5日第 6競走）
〔その他〕　　ペイドバケーション号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「３走成績による出走制限」の適用を除外。



21081 8月17日 晴 良 （1新潟2） 第7日 第9競走 ��
��1，400�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

818 エ ス タ ジ 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B434± 01：20．9 2．7�
11 タイドオーバー 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 438－ 41：21．0� 20．6�
24 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 52 戸崎 圭太ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 21：21．31	 4．3�
59 ダンシングチコ 牝4鹿 55 蛯名 正義石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 42．7�
714 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± 01：21．4	 66．6�
816 チビラーサン 牝3栗 52 津村 明秀瀬谷 	雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 4 〃 アタマ 10．3

48 シャドウセッション 牡3鹿 54 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 クビ 11．0�
715 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 52 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 448＋ 41：21．71� 5．7�
23 アイリッシュビート 牝4栗 55 川又 賢治林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 426－ 41：21．8� 272．2
817
 サトノコメット 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：21．9� 24．8�
612 ファムファタル 牝3鹿 52 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 490＋101：22．0クビ 13．8�
713 マイネルバッカーノ 牡3黒鹿54 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 7 〃 ハナ 238．4�
36 
 レンベルガー 牡6青鹿57 宮崎 北斗岡田 壮史氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 430＋ 4 〃 ハナ 458．5�
510 トミケンルーア �3鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 456－ 4 〃 クビ 29．6�
35 モ デ レ イ ト 牝4鹿 55 北村 宏司�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 464－10 〃 アタマ 186．6�
47 � ヴァイスジーニー 牡5芦 57 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

512－ 41：22．31	 90．8�
611 ガトーブリランテ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 468－ 61：22．51 41．4�
12 
 パ ス ポ ー ト 牝4黒鹿55 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 444－ 61：24．3大差 295．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，239，800円 複勝： 76，189，900円 枠連： 31，834，500円
馬連： 119，709，700円 馬単： 47，898，100円 ワイド： 80，854，100円
3連複： 170，267，900円 3連単： 186，169，000円 計： 762，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 360円 � 160円 枠 連（1－8） 2，010円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 380円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 25，230円

票 数

単勝票数 計 492398 的中 � 145540（1番人気）
複勝票数 計 761899 的中 � 175143（1番人気）� 39015（7番人気）� 129932（2番人気）
枠連票数 計 318345 的中 （1－8） 12226（9番人気）
馬連票数 計1197097 的中 �� 24202（15番人気）
馬単票数 計 478981 的中 �� 6372（22番人気）
ワイド票数 計 808541 的中 �� 13874（18番人気）�� 60920（1番人気）�� 16632（15番人気）
3連複票数 計1702679 的中 ��� 26786（12番人気）
3連単票数 計1861690 的中 ��� 5349（64番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．6―11．8―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．2―45．8―57．6―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 13（1，18）（12，15）（4，5，6）17（3，9，14）（8，10）－16（11，7）2 4 13，18，1（12，15）（4，5，6）17（3，9，14）（8，10）16，7，11－2

勝馬の
紹 介

エ ス タ ジ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．21 東京3着

2016．4．2生 牝3鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 7戦2勝 賞金 21，763，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パスポート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地競走に

出走できない。

21082 8月17日 晴 稍重 （1新潟2） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 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）；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

11 レッドフレイ 牡4黒鹿57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：52．2 3．8�

58 ドゥラリュール �6栗 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 21：52．3	 28．1�
814 ショウナンサリュー 牡5芦 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 484－ 41：52．61
 6．0�
59 サクラアリュール 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B458－121：52．81� 5．2�
47 スペルマロン �5栗 57 内田 博幸西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 502＋ 41：53．54 5．6�
712 トゥーフラッシー 牝3鹿 52 宮崎 北斗西森 功氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 460＋ 21：53．71	 15．9	
23 グーテンターク 牡4鹿 57 田辺 裕信馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 41：53．8クビ 53．6

35 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 484± 01：53．9
 141．1�
611 レッドゼノン 牡5黒鹿57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B456－101：54．0	 28．0�
46 リープリングスター �3鹿 54 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 538－201：54．31
 4．1
22 アークカンパネラ 牡4青鹿57 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B500＋ 61：54．72	 152．1�
815 インテグリティー 牡6鹿 57 田中 勝春前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 474－ 21：55．55 162．4�
713 ハルカノテソーロ 牡5鹿 57 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 518－ 2 〃 クビ 109．0�
610 シャムロック 牡5栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494± 01：55．92	 28．9�
34 エリーフェアリー 牝8鹿 55 菊沢 一樹谷川 正純氏 天間 昭一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 21：56．43 527．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，944，900円 複勝： 83，683，900円 枠連： 33，808，000円
馬連： 140，638，500円 馬単： 55，844，500円 ワイド： 85，711，200円
3連複： 190，821，700円 3連単： 235，179，600円 計： 880，632，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 520円 � 200円 枠 連（1－5） 970円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 540円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 48，170円

票 数

単勝票数 計 549449 的中 � 113156（1番人気）
複勝票数 計 836839 的中 � 166101（1番人気）� 31515（7番人気）� 115261（4番人気）
枠連票数 計 338080 的中 （1－5） 26928（4番人気）
馬連票数 計1406385 的中 �� 23479（17番人気）
馬単票数 計 558445 的中 �� 5919（28番人気）
ワイド票数 計 857112 的中 �� 13738（19番人気）�� 43801（5番人気）�� 10761（25番人気）
3連複票数 計1908217 的中 ��� 18057（28番人気）
3連単票数 計2351796 的中 ��� 3539（165番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．2―13．3―12．5―12．0―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．8―51．1―1：03．6―1：15．6―1：27．7―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフレイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Panis デビュー 2018．8．11 新潟1着

2015．3．16生 牡4黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 5戦3勝 賞金 31，271，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 レッドゼノン号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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。
（非当選馬） 1頭 クリノヴィクトリア号



21083 8月17日 晴 良 （1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，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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

22 ゴージャスランチ 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512＋ 22：15．5 2．8�
33 ノチェブランカ 牝4芦 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464＋142：15．6� 6．5�
77 フェイズベロシティ 牝6栗 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452－ 42：15．81� 8．0�
66 グランドサッシュ 牡8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 464－ 22：15．9	 51．2�
11 バ レ リ オ 牡4芦 57 石橋 脩 �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 498－ 2 〃 アタマ 1．8�
88 ステイパーシスト 
6黒鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 22：16．11� 34．3	
55 � スティルウォーター 牝6黒鹿55 武藤 雅 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 410－ 42：16．52� 62．8�
44 ネイチャーレット 牡6鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 466－ 42：16．92� 126．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 79，686，900円 複勝： 82，748，100円 枠連： 発売なし
馬連： 177，885，800円 馬単： 98，548，100円 ワイド： 75，783，800円
3連複： 185，344，900円 3連単： 578，267，400円 計： 1，278，265，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 260円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 796869 的中 � 222230（2番人気）
複勝票数 計 827481 的中 � 195893（2番人気）� 68013（4番人気）� 80875（3番人気）
馬連票数 計1778858 的中 �� 151811（4番人気）
馬単票数 計 985481 的中 �� 53618（5番人気）
ワイド票数 計 757838 的中 �� 67126（5番人気）�� 67952（4番人気）�� 43565（6番人気）
3連複票数 計1853449 的中 ��� 93553（5番人気）
3連単票数 計5782674 的中 ��� 80846（17番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―13．2―13．0―13．0―12．5―12．0―11．6―11．3―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．5―25．7―38．9―51．9―1：04．9―1：17．4―1：29．4―1：41．0―1：52．3―2：03．3

コーナー
通過順位

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

2
4
2，3，1，6，8，7，4，5
2（3，1）（6，8）（7，4）5

勝馬の
紹 介

ゴージャスランチ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．12．3 中京2着

2015．1．29生 牝4黒鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 15戦4勝 賞金 87，806，000円

21084 8月17日 晴 稍重 （1新潟2） 第7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

47 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± 01：11．2 5．6�

34 ゴールドクロス 牡4鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 3．4�
22 クインズラミントン 牡5鹿 57 戸崎 圭太亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 B484± 01：11．3� 5．0�
713 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 434－ 61：11．4� 6．7�
46 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 B480－ 81：11．71� 21．0�
11 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 454－ 21：11．8� 5．1	
59 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 456－ 21：12．22� 139．7


611 マノアフォールズ 牡3鹿 54
53 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B468＋10 〃 ハナ 18．1�

610 ミスタープリサイス 牡4黒鹿57 三浦 皇成髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 492± 01：12．41	 70．3�
35 トピアリスト 牝3栗 52 丸田 恭介�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 456＋161：12．61 60．6
814 ヴェルトゥアル 牡4鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：12．7� 22．2�
815� ケンユキノオー 牡5黒鹿 57

56 ☆武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 446－ 21：12．8� 114．1�
58 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 496＋ 2 〃 アタマ 24．8�
23 � ラッキーチャンス 牝4鹿 55

53 △木幡 育也堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 456－201：13．22� 97．9�
712� スフィーダグリーン 牡5鹿 57 木幡 巧也寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 572＋121：13．41	 329．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，021，800円 複勝： 90，103，300円 枠連： 35，992，500円
馬連： 158，561，300円 馬単： 67，265，100円 ワイド： 108，826，000円
3連複： 244，279，100円 3連単： 330，283，800円 計： 1，101，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 730円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 600円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 660218 的中 � 92826（4番人気）
複勝票数 計 901033 的中 � 117706（4番人気）� 186229（1番人気）� 121159（3番人気）
枠連票数 計 359925 的中 （3－4） 37716（1番人気）
馬連票数 計1585613 的中 �� 118862（4番人気）
馬単票数 計 672651 的中 �� 21431（8番人気）
ワイド票数 計1088260 的中 �� 69236（3番人気）�� 44184（7番人気）�� 74632（2番人気）
3連複票数 計2442791 的中 ��� 104239（4番人気）
3連単票数 計3302838 的中 ��� 22671（22番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．8―12．1―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュピールカルテ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．7．9 福島2着

2014．4．24生 牝5青鹿 母 クールベット 母母 キープイットアップ 31戦3勝 賞金 43，170，000円
※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 エマブルーム号・シャインカメリア号・ノーベルプライズ号



（1新潟2）第7日 8月17日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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
7，600，000円
19，250，000円
1，380，000円
20，110，000円
73，782，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
538，895，400円
701，146，900円
239，081，200円
1，112，727，700円
521，981，000円
734，573，200円
1，520，515，300円
2，237，075，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，605，996，100円

総入場人員 10，356名 （有料入場人員 9，016名）
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