
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

21085 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

711 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 460－ 23：05．3 2．3�
11 コウユーホクト 牡4鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 510＋ 63：06．25 9．6�
33 � ビ ー ハ グ �7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 ハナ 127．3�
46 ラインマッシモ 牡4栗 60 草野 太郎大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 468－ 43：06．3� 127．1�
712 ラテールプロミーズ �6青鹿60 五十嵐雄祐ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 514＋123：06．51	 4．1�
69 コウキチョウサン 牡6鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 466－ 23：06．71 6．3	
57 キールコネクション 牡7栗 60 江田 勇亮水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B482＋ 23：07．12
 21．1

58 トーセンクリーガー 牡4栗 60 上野 翔島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム B492＋ 23：07．31 28．5�
45 ロードスター 牡6栗 60 金子 光希ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 23：08．47 6．7
814 ディライトラッシュ 牡5鹿 60 小野寺祐太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 498± 03：08．61 81．2�
610 グレートデー 牡3黒鹿58 高野 和馬 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 506＋ 83：09．02
 189．7�
22 � クラウンレガシー �4黒鹿60 大庭 和弥矢野まり子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 500＋ 23：09．1
 27．9�
813� アムロタイプ 牡6鹿 60 平沢 健治萩 英男氏 五十嵐忠男 日高 中川 哲也 464＋ 43：09．41� 86．0�
34 � ヴォルパンテール 牝4黒鹿58 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

478＋123：16．6大差 353．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，192，200円 複勝： 20，758，800円 枠連： 11，358，500円
馬連： 34，577，000円 馬単： 18，883，000円 ワイド： 23，927，700円
3連複： 57，214，400円 3連単： 72，090，100円 計： 256，001，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 1，510円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，650円 �� 8，630円

3 連 複 ��� 22，130円 3 連 単 ��� 70，430円

票 数

単勝票数 計 171922 的中 � 59561（1番人気）
複勝票数 計 207588 的中 � 64786（1番人気）� 17500（5番人気）� 2282（11番人気）
枠連票数 計 113585 的中 （1－7） 13403（4番人気）
馬連票数 計 345770 的中 �� 28514（4番人気）
馬単票数 計 188830 的中 �� 9938（4番人気）
ワイド票数 計 239277 的中 �� 15230（4番人気）�� 2216（27番人気）�� 668（48番人気）
3連複票数 計 572144 的中 ��� 1939（58番人気）
3連単票数 計 720901 的中 ��� 742（202番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノサンスーシ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．8．29 小倉5着

2013．4．16生 牝6鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 障害：6戦1勝 賞金 17，200，000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 ソウラセブン号

21086 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

611 ワンダーマンボ 牝3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 462＋ 41：55．0 1．9�

47 ココリジャスミン 牝3栗 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B466＋ 41：55．42� 2．6�
59 ジュエルインザサン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 454－101：55．61� 9．3�
23 レッドアデニウム 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 532－ 61：55．91� 32．0�
712 ツキノサバク 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442＋101：56．32� 13．0	
35 ハートハーツ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 400± 0 〃 クビ 111．9

58 ヴ ェ ネ レ 牝3鹿 54 丸田 恭介高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 446＋ 81：56．4� 250．0�
46 ミニオンペール 牝3鹿 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新冠 サンローゼン B450± 01：57．03� 28．6�
34 リ ン ラ ン 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 ハナ 31．4
814 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± 01：57．31� 228．2�
22 ラフレシアレディ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 482± 01：57．51� 54．6�
610 ダ ン カ ー コ 牝3芦 54 嘉藤 貴行由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 448－ 61：57．81� 404．7�
11 デルマオイセサン 牝3鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482＋ 41：59．28 222．9�
815 アレクサンドレッタ 牝3鹿 54 石川裕紀人根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B462－ 41：59．94 95．2�
713 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 442＋ 22：08．5大差 28．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，192，700円 複勝： 42，088，000円 枠連： 13，075，000円
馬連： 49，965，800円 馬単： 30，437，700円 ワイド： 38，122，300円
3連複： 79，386，500円 3連単： 114，004，100円 計： 392，272，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 140円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 251927 的中 � 101182（1番人気）
複勝票数 計 420880 的中 � 223838（1番人気）� 65450（2番人気）� 31462（3番人気）
枠連票数 計 130750 的中 （4－6） 43971（1番人気）
馬連票数 計 499658 的中 �� 156846（1番人気）
馬単票数 計 304377 的中 �� 56822（1番人気）
ワイド票数 計 381223 的中 �� 94297（1番人気）�� 26624（2番人気）�� 20634（4番人気）
3連複票数 計 793865 的中 ��� 104668（1番人気）
3連単票数 計1140041 的中 ��� 62639（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―50．1―1：03．1―1：15．8―1：29．0―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
6，3，7，10（2，4，11）9，12，15，5，8（1，13）－14
6（3，7）（2，11）（4，10，12）9，8－（5，13）－15－（14，1）

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

勝馬の
紹 介

ワンダーマンボ �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．1．13 中山3着

2016．3．2生 牝3黒鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 8戦1勝 賞金 15，100，000円
〔発走状況〕 ジュエルインザサン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ヴェネレ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令和元年8月24日から令和元年9月1日まで騎乗

停止。（被害馬：5番・13番）
〔その他〕 オキミヤゲ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 2頭 ダイユウドナテラ号・フィナルタ号
（非抽選馬） 2頭 ミスアニバーサリー号・ルシェルドール号

第２回 新潟競馬 第８日



21087 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走11時05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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

713 アルムブラスト 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：22．5 1．5�
24 セイウンパワフル 牡2鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472± 01：22．82 5．2�
12 コスモビートイット 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 6 〃 アタマ 7．5�
36 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± 01：23．22 51．8�
59 � プライモーディアル 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 480＋12 〃 ハナ 76．1�
48 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 428＋ 4 〃 アタマ 204．5	
816 マリノソフィア 牝2黒鹿54 柴田 善臣矢野まり子氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 458＋ 41：23．3� 113．4

510 コスモアンジュ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 474＋ 81：23．4� 17．5�
35 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 418－ 2 〃 クビ 69．4�
817 フィジーマジック 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 428＋ 21：23．61� 519．5
11 ケイツーキナ 牝2鹿 54 江田 照男楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 456± 01：23．81 52．9�
612 エコロウィング 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 434－10 〃 クビ 619．7�
715 マ イ ヤ ン 牡2鹿 54 西田雄一郎 IRレーシング 加藤士津八 日高 新井 弘幸 448＋ 21：24．43� 407．0�
818 ユーアーマイソウル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482± 01：24．5	 346．1�
23 ダビデヴィットリオ 牡2鹿 54 田辺 裕信加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：24．71
 21．0�
611 ヨネンサンクミ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 412－ 81：25．34 48．7�
47 コスモテキロ 牡2芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 81：25．93� 25．3�
714 シゲルカリプソ 牝2青鹿54 吉田 豊森中 蕃氏 粕谷 昌央 新冠 中央牧場 418＋ 4 （競走中止） 206．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，051，200円 複勝： 73，819，500円 枠連： 16，091，300円
馬連： 56，647，700円 馬単： 33，719，300円 ワイド： 45，634，300円
3連複： 85，958，600円 3連単： 117，824，500円 計： 463，746，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（2－7） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 340512 的中 � 173291（1番人気）
複勝票数 計 738195 的中 � 441822（1番人気）� 84548（2番人気）� 54534（3番人気）
枠連票数 計 160913 的中 （2－7） 39028（1番人気）
馬連票数 計 566477 的中 �� 116186（1番人気）
馬単票数 計 337193 的中 �� 54859（1番人気）
ワイド票数 計 456343 的中 �� 79325（1番人気）�� 38880（2番人気）�� 22290（4番人気）
3連複票数 計 859586 的中 ��� 77416（1番人気）
3連単票数 計1178245 的中 ��� 50725（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．1―12．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．7―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルムブラスト �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．29 福島2着

2017．4．24生 牡2鹿 母 ヴァンフレーシュ 母母 ティエッチグリーン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 シゲルカリプソ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 エコロウィング号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモテキロ号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 デイオブサンダー号・ビクトリアドリーム号・ムーンライト号

21088 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11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
1：09．2
1：08．7

重
重

611 アイアンゾーン 牝3芦 54 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 448＋ 21：12．6 5．1�
814 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 492＋ 21：12．81� 6．0�
815 イッツザファースト 牡3芦 56 田辺 裕信飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 21：12．9� 3．1�
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 486＋ 21：13．22 6．6�
58 トミケンミステリオ 牡3栗 56 木幡 巧也冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 B460＋ 21：13．62� 88．6�
34 レディペレグリン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：13．7� 5．0�
23 デルマシャイヨー 牝3青 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 的場 均 新ひだか 萩澤 泰博 434＋ 51：14．33� 349．7	
46 ピスタロッソ 牡3栗 56 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 むかわ 桑原牧場 486± 0 〃 アタマ 14．5

11 トーアピッコロ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹高山ランド� 小島 茂之 豊浦トーア牧場 452± 01：14．4� 287．7�
35 フェアリースキップ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 414＋ 2 〃 ハナ 165．8

59 センジュエース 牡3黒鹿 56
55 ☆武藤 雅増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 444＋ 61：14．61� 34．1�

713 ア ニ マ ー ト �3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B514＋ 41：15．02� 14．3�

47 カシマヌアージ 牡3青鹿56 宮崎 北斗松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 456＋ 61：16．38 423．2�
22 ヤエノアカリ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大柳田 英子氏 和田 雄二 伊達 高橋農場 404－ 61：17．36 263．1�
610 ラヴィブリランテ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：17．61� 35．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，186，000円 複勝： 36，765，200円 枠連： 16，299，200円
馬連： 60，664，600円 馬単： 26，897，400円 ワイド： 40，423，200円
3連複： 83，511，300円 3連単： 97，780，700円 計： 388，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 180円 � 140円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 500円 �� 300円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 261860 的中 � 40833（3番人気）
複勝票数 計 367652 的中 � 61729（2番人気）� 46454（4番人気）� 74876（1番人気）
枠連票数 計 162992 的中 （6－8） 24463（2番人気）
馬連票数 計 606646 的中 �� 28073（7番人気）
馬単票数 計 268974 的中 �� 5690（16番人気）
ワイド票数 計 404232 的中 �� 19418（7番人気）�� 36354（1番人気）�� 27171（2番人気）
3連複票数 計 835113 的中 ��� 50510（2番人気）
3連単票数 計 977807 的中 ��� 7003（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．8―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアンゾーン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．11．18 東京4着

2016．4．28生 牝3芦 母 アイアンクリッパー 母母 キャンディーベル 10戦1勝 賞金 7，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 トミケンミステリオ号の騎手木幡巧也は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴィブリランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月18日まで平地競

走に出走できない。
ヤエノアカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月18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〕 トーアピッコロ号・フェアリースキップ号・ラヴィブリランテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アペタイザー号・エリーアワード号・ロジベーカ号
（非抽選馬） 3頭 アポロノワキザシ号・アースエアブリーズ号・シゲルアパライト号



21089 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8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

510 リネンファッション 牝2鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 444 ―1：37．9 6．4�
59 � ジェットマックス 牡2鹿 54 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 496 ―1：38．11� 17．0�
612 アヴァンセヴェリテ 牝2鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 アタマ 3．6�
611 マドルガーダ 牝2栗 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ―1：38．2	 46．8�
816 クロワルース 牝2青鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 3．9	
815 ロードスラッシュ 牡2黒鹿54 北村 宏司 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 462 ―1：38．62
 13．9

35 マイネルチューダ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 426 ―1：38．91	 37．9�
47 スパニッシュアート 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 418 ― 〃 クビ 9．0�
11 サ ノ マ ナ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 460 ―1：39．0	 22．2
714 イ ン ナ ー ト 牡2黒鹿54 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 村上 欽哉 436 ―1：39．21 331．9�
12 � アイロンワークス 牡2鹿 54 酒井 学ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 476 ―1：39．3
 9．8�
23 コスモピオニール 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 アサヒ牧場 460 ―1：39．51� 168．6�
713 スプリングブリーズ 牝2青鹿54 江田 照男河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 462 ―1：40．13
 83．0�
36 ツクバブレイニー 牝2芦 54 木幡 初也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 日高 坂 牧場 448 ―1：40．31� 260．8�
48 プロローグナンバー 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子亀岡 和彦氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 472 ―1：40．4
 39．5�

24 ゴールデンバッド 牡2芦 54 木幡 巧也 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム 472 ―1：44．7大差 60．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，940，700円 複勝： 38，031，800円 枠連： 18，507，100円
馬連： 58，629，900円 馬単： 25，730，200円 ワイド： 38，907，600円
3連複： 77，827，900円 3連単： 84，942，800円 計： 376，518，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 370円 � 160円 枠 連（5－5） 5，020円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 480円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 46，120円

票 数

単勝票数 計 339407 的中 � 43875（3番人気）
複勝票数 計 380318 的中 � 50959（3番人気）� 21155（7番人気）� 70556（2番人気）
枠連票数 計 185071 的中 （5－5） 2853（14番人気）
馬連票数 計 586299 的中 �� 9197（19番人気）
馬単票数 計 257302 的中 �� 2232（35番人気）
ワイド票数 計 389076 的中 �� 7025（18番人気）�� 22228（2番人気）�� 7501（16番人気）
3連複票数 計 778279 的中 ��� 8835（18番人気）
3連単票数 計 849428 的中 ��� 1335（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―37．4―51．3―1：04．7―1：15．9―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F33．2
3 ・（13，16）（10，9）15（6，11）12（1，5）（4，2，7）3，14－8 4 ・（13，16）（10，9）（11，15）（6，12）（4，1，5）（2，7）（3，14）－8

勝馬の
紹 介

リネンファッション �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2017．3．5生 牝2鹿 母 リネンパズル 母母 アルテミスターキン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ゴールデンバッド号の騎手木幡巧也は，向正面での御法（内柵に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：1番・2番・

5番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンバッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月18日まで平地

競走に出走できない。

21090 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

牝；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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

59 ペコリーノロマーノ 牝2鹿 54
53 ☆武藤 雅平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438 ―1：23．2 1．8�

510 チェーンオブラブ 牝2栗 54
53 ☆川又 賢治�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：23．41� 17．8�
23 アドマイヤアリエル 牝2鹿 54 三浦 皇成近藤 利一氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 ハナ 4．0�
24 シャンボールロッソ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 432 ―1：24．03� 29．4�
35 アチェロイス 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 418 ―1：24．21� 19．9	
11 ホウオウエミーズ 牝2鹿 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．3� 11．3

817 オウケンアマゾネス 牝2黒鹿54 北村 宏司福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 424 ―1：24．61� 18．2�
47 セイウンヴィーナス 牝2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 442 ― 〃 アタマ 33．8�
12 イ マ ー ジ ュ 牝2栗 54 木幡 初也島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 416 ― 〃 クビ 263．3�
713 ビ ッ ク マ ム 牝2芦 54 酒井 学�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 464 ―1：24．7� 39．4�
48 ダイヤモンドリリー 牝2鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 448 ― 〃 ハナ 251．4�
816 メンタピペリタ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 聖心台牧場 428 ―1：25．23 144．0�
818 ラインキャロット 牝2黒鹿54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 クビ 118．2�
36 ネオアンビシャス 牝2青鹿54 丸田 恭介 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 466 ―1：25．3クビ 97．7�
714 ク ロ ワ 牝2黒鹿54 岩部 純二島川 哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 400 ― 〃 ハナ 362．9�
612 フォンテーヌ 牝2青鹿54 吉田 豊島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 502 ―1：25．51� 330．3�
611 ラ ラ ラ 牝2黒鹿54 木幡 巧也 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 船越牧場 412 ―1：25．81� 88．8�
715 ジ ェ イ ダ 牝2栗 54

52 △木幡 育也田端 修氏 佐藤 吉勝 日高 タバタファーム 402 ―1：27．18 278．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，333，300円 複勝： 41，673，700円 枠連： 18，142，400円
馬連： 58，897，600円 馬単： 32，385，900円 ワイド： 40，828，400円
3連複： 82，199，100円 3連単： 106，073，000円 計： 419，533，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 120円 枠 連（5－5） 1，260円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 180円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 393333 的中 � 180218（1番人気）
複勝票数 計 416737 的中 � 154471（1番人気）� 21030（6番人気）� 88000（2番人気）
枠連票数 計 181424 的中 （5－5） 11114（5番人気）
馬連票数 計 588976 的中 �� 36857（4番人気）
馬単票数 計 323859 的中 �� 16277（4番人気）
ワイド票数 計 408284 的中 �� 25609（2番人気）�� 70416（1番人気）�� 10846（10番人気）
3連複票数 計 821991 的中 ��� 46358（2番人気）
3連単票数 計1060730 的中 ��� 14577（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．6―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―48．2―1：00．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペコリーノロマーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．3．3生 牝2鹿 母 ヴ ィ ラ 母母 サミットヴィル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダイヤモンドリリー号の騎手杉原誠人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14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 エリナイトニケ号



21091 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13時25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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

59 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 452± 01：47．0 3．6�
35 コスモビックラコグ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：47．1� 18．4�
23 バチェロレッテ 牝3黒鹿54 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 4．9�
714 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �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 456－ 41：47．2クビ 99．1�
36 リーピングリーズン 牝3青鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 498＋141：47．3� 17．1	

11 ビジュティエ 牝3鹿 54
53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 81：47．51 11．2

611 ハリスホーク 牡3栗 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 566＋141：47．82 4．4�
715 ナンヨーミカヅキ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 390＋ 21：48．12 10．0�
817 ス ト イ ク ス 牝3黒鹿54 江田 照男阿部 友弘氏 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 414＋ 21：48．31	 43．6
612 ブラックワンダー 牡3青鹿56 蛯名 正義草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 460＋121：48．4� 44．2�
510 ミツカネローズ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治小山田 満氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 444＋ 81：48．72 7．2�
12 メルキュール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 41：48．8� 28．9�

713 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 54
51 ▲小林 凌大石井 義孝氏 中野 栄治 日高 中館牧場 414＋ 31：49．01	 311．8�

818 ラ ス ボ ス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 日高 碧雲牧場 498＋ 61：49．21	 362．5�

47 ダークオブザナイト 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 500－ 41：49．41	 194．7�
816 モンスタープリンス 牡3鹿 56 木幡 初也ホースアディクト杉浦 宏昭 日高 広中 稔 482－141：49．61� 300．4�
48 ハロールーラー 牡3鹿 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 木下牧場 408－ 21：49．7� 495．5�
24 マリノスピカ 牝3栗 54 石川裕紀人和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482＋141：50．65 304．4�
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売 得 金
単勝： 33，761，200円 複勝： 53，957，400円 枠連： 20，211，200円
馬連： 79，532，300円 馬単： 31，646，900円 ワイド： 51，667，500円
3連複： 103，263，600円 3連単： 120，197，800円 計： 494，237，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 350円 � 160円 枠 連（3－5） 1，140円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 800円 �� 280円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 20，190円

票 数

単勝票数 計 337612 的中 � 74811（1番人気）
複勝票数 計 539574 的中 � 116075（1番人気）� 29435（7番人気）� 91929（2番人気）
枠連票数 計 202112 的中 （3－5） 13740（5番人気）
馬連票数 計 795323 的中 �� 22292（12番人気）
馬単票数 計 316469 的中 �� 6023（14番人気）
ワイド票数 計 516675 的中 �� 15424（9番人気）�� 54800（1番人気）�� 11623（13番人気）
3連複票数 計1032636 的中 ��� 24063（7番人気）
3連単票数 計1201978 的中 ��� 4316（48番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―12．4―12．2―11．7―11．2―11．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．7―48．1―1：00．3―1：12．0―1：23．2―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 15，14（6，9）（5，12）3－（1，10）（16，17）（4，18）11，7，8，2－13 4 ・（15，14）9（6，5）12，3－1，10（16，17）（4，18）11－（2，7）8－13

勝馬の
紹 介

メ イ オ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．14 東京6着

2016．3．30生 牝3鹿 母 メイシャイン 母母 スターアルファ 9戦1勝 賞金 13，350，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダークオブザナイト号・ハロールーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月18日ま

で平地競走に出走できない。

21092 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

67 サトノファイター 牡3栗 54 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 476＋ 61：53．3 5．4�
79 ユイノチョッパー 牡4黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 500－ 21：53．51� 7．9�
811 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 484＋ 81：53．82 24．8�
11 ノーベルプライズ 牡3黒鹿54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 500－ 61：53．9	 2．9�
33 シゲルヒスイ 牡3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478－ 41：54．0クビ 3．7�
22 キタノナシラ 
4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新冠 村上 欽哉 B476＋ 41：54．42	 13．2	
44 レンズフルパワー 牡7鹿 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 518± 0 〃 ハナ 20．1

66 トレイントレイン 牡3黒鹿54 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B518－ 21：54．61	 27．7�
78 ジュンアサヒダケ 牡3鹿 54

53 ☆武藤 雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 502＋ 61：54．81	 12．6�
55 � フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

54 ▲小林 凌大福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502－ 61：55．97 51．2
810 ロンギングファロー 
4栗 57 木幡 巧也坂本 浩一氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464＋ 61：56．11� 23．8�
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売 得 金
単勝： 33，267，300円 複勝： 39，586，700円 枠連： 17，238，500円
馬連： 73，814，800円 馬単： 34，778，000円 ワイド： 47，591，900円
3連複： 97，070，600円 3連単： 130，076，500円 計： 473，424，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 210円 � 450円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，810円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 54，290円

票 数

単勝票数 計 332673 的中 � 48580（3番人気）
複勝票数 計 395867 的中 � 54496（4番人気）� 54759（3番人気）� 18955（9番人気）
枠連票数 計 172385 的中 （6－7） 11484（6番人気）
馬連票数 計 738148 的中 �� 27891（7番人気）
馬単票数 計 347780 的中 �� 7870（12番人気）
ワイド票数 計 475919 的中 �� 17688（7番人気）�� 6649（25番人気）�� 5609（28番人気）
3連複票数 計 970706 的中 ��� 5291（48番人気）
3連単票数 計1300765 的中 ��� 1737（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―50．3―1：02．9―1：15．3―1：28．3―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノファイター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 京都6着

2016．3．22生 牡3栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 4戦2勝 賞金 12，500，000円
※ノーベルプライズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21093 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時25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 245，000円 70，000円 35，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

88 サトノエルドール 牡3鹿 54 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 464＋ 42：00．0 1．8�
77 バラックパリンカ 牡3黒鹿54 津村 明秀 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 438＋ 42：00．21� 8．1�
55 モンブランテソーロ 牡3鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 浦河 市川フアーム 478－ 22：00．41	 4．5�
22 キタサンバルカン 牡3鹿 54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 クビ 2．9�
44 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 472＋ 42：00．93 44．4	
11 シャイニードライヴ 
5鹿 57 木幡 巧也小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B436－ 62：01．21� 109．5

33 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 440＋ 42：01．83� 159．8�
66 ストロングコンビ 牡3鹿 54 柴田 大知西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 472＋ 22：02．22� 192．3�
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売 得 金
単勝： 45，613，400円 複勝： 60，206，500円 枠連： 発売なし
馬連： 71，730，500円 馬単： 46，278，400円 ワイド： 32，152，000円
3連複： 76，642，900円 3連単： 246，342，900円 計： 578，966，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 456134 的中 � 194049（1番人気）
複勝票数 計 602065 的中 � 277089（1番人気）� 42228（4番人気）� 60440（3番人気）
馬連票数 計 717305 的中 �� 71482（4番人気）
馬単票数 計 462784 的中 �� 29232（6番人気）
ワイド票数 計 321520 的中 �� 34460（4番人気）�� 56763（2番人気）�� 20822（6番人気）
3連複票数 計 766429 的中 ��� 80202（3番人気）
3連単票数 計2463429 的中 ��� 60011（12番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．0―12．3―12．9―12．5―11．8―10．8―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．1―49．4―1：02．3―1：14．8―1：26．6―1：37．4―1：48．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノエルドール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Fasliyev デビュー 2018．8．25 新潟3着

2016．4．21生 牡3鹿 母 ミゼリコルデ 母母 Match Point 9戦2勝 賞金 29，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。

21094 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00分 （芝・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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

45 ホウオウサーベル 牡3鹿 54 蛯名 正義小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：11．7 2．5�
68 プランドラー 牡3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：12．55 3．3�
813� ダノンクライム 牡5芦 57 川又 賢治�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 524± 02：12．6	 8．7�
69 プルンクザール 牡4栗 57 武藤 雅水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 2 〃 ハナ 12．4�
57 ブラックプラチナム 牡6青鹿57 北村 宏司吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 502＋122：12．7
 6．3	
22 スクエアフォールド �6鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 474－ 82：12．8	 26．1

56 ナ ム ラ マ ル 牡5鹿 57 柴田 善臣奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 526－ 4 〃 クビ 38．2�
812 プラチナアッシュ �4黒鹿57 菊沢 一樹畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 468± 02：13．01� 63．1�
710 ロードアルバータ �5青鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 456－ 22：13．31	 53．5
711� スターライトブルー 牡5黒鹿57 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋122：13．51 172．8�
33 ヴァンベールシチー 牡5栗 57 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 428－ 82：13．6
 52．6�
11 マ ス ラ オ �5栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 8 〃 アタマ 147．9�
44 ブラックジェイド 牡5黒鹿57 田中 勝春 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 536＋162：14．77 13．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 59，346，500円 複勝： 71，188，600円 枠連： 28，942，200円
馬連： 147，032，200円 馬単： 61，322，000円 ワイド： 80，713，500円
3連複： 192，590，800円 3連単： 263，774，000円 計： 904，909，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（4－6） 380円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 593465 的中 � 184819（1番人気）
複勝票数 計 711886 的中 � 192504（1番人気）� 142657（2番人気）� 75100（4番人気）
枠連票数 計 289422 的中 （4－6） 57578（1番人気）
馬連票数 計1470322 的中 �� 210940（1番人気）
馬単票数 計 613220 的中 �� 51469（1番人気）
ワイド票数 計 807135 的中 �� 102273（1番人気）�� 41306（4番人気）�� 36100（5番人気）
3連複票数 計1925908 的中 ��� 97940（2番人気）
3連単票数 計2637740 的中 ��� 43466（4番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―10．9―11．9―12．5―12．3―12．4―12．6―12．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．2―34．1―46．0―58．5―1：10．8―1：23．2―1：35．8―1：48．4―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9
1
3
12，4－13，7－11，5，1，6（3，8）－10，9，2
12－4－13（7，5）8（11，1）6（3，10）（9，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウサーベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Acatenango デビュー 2018．8．11 新潟1着

2016．5．6生 牡3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 5戦3勝 賞金 29，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



21095 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，30．8．18以降1．8．11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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 ストロベリームーン 牝5青鹿53 柴田 善臣�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 446＋ 21：10．3 2．9�
712� アメリカンファクト 牡4栗 52 武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B508＋ 61：10．51 5．7�
47 ドリームドルチェ 牡7青鹿55 丸田 恭介ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510－ 61：10．82 9．0�
611 スズカコーズライン 牡5鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 508± 01：10．9� 11．2�
35 アディラート 牡5黒鹿55 田中 勝春安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B506－ 2 〃 アタマ 12．6�
610 クイーンズテソーロ 牝4栗 53 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 前谷 武志 460± 0 〃 アタマ 17．0	
59 ウインオスカー 牡6鹿 55 三浦 皇成�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B508＋ 21：11．21	 6．9

46 
 ベ ッ ク 牡8栗 54 北村 宏司細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 514± 0 〃 ハナ 76．6�
58 モズワッショイ 牝6黒鹿51 藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 418＋ 2 〃 アタマ 35．6�
23 タイセイプレシャス �7栗 51 川又 賢治田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 472－ 61：11．51	 70．4
34 ブルミラコロ 牡7鹿 56 石川裕紀人髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 514－ 81：11．92� 17．3�
713 ハングリーベン 牡5鹿 55 野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B450＋ 6 〃 アタマ 13．1�
22 ニットウスバル 牡7鹿 55 柴田 大知�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 516－ 21：12．11� 84．8�
11 ウエスタンラムール 牡7黒鹿48 石神 深一西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 41：12．2クビ 254．5�
814 サイタスリーレッド 牡6鹿 57．5 津村 明秀西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 482－ 81：12．41� 18．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，410，800円 複勝： 95，641，300円 枠連： 64，712，600円
馬連： 263，675，200円 馬単： 100，108，500円 ワイド： 132，460，800円
3連複： 420，408，500円 3連単： 529，504，100円 計： 1，678，921，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 600円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 724108 的中 � 194535（1番人気）
複勝票数 計 956413 的中 � 222012（1番人気）� 140581（2番人気）� 77932（4番人気）
枠連票数 計 647126 的中 （7－8） 87271（1番人気）
馬連票数 計2636752 的中 �� 187147（2番人気）
馬単票数 計1001085 的中 �� 43396（2番人気）
ワイド票数 計1324608 的中 �� 90686（1番人気）�� 55927（3番人気）�� 29301（12番人気）
3連複票数 計4204085 的中 ��� 106615（3番人気）
3連単票数 計5295041 的中 ��� 36533（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．0―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．1―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（11，12）13，15（8，10）（4，9）6（7，14）－（1，5）（2，3） 4 ・（11，12）13（10，15）（8，4，9）（6，7，14）（1，5）2，3
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5青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 18戦6勝 賞金 121，847，000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 スティンライクビー号

21096 8月18日 晴 良 （1新潟2） 第8日 第12競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・直線）（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
53．7
53．7

良
良

59 ガーシュウィン 牡5鹿 57
54 ▲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 490－ 8 55．1 7．1�

11 トーホウレジーナ 牝5栗 55
54 ☆川又 賢治東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 478± 0 55．2� 10．7�
713 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 B512－ 4 55．41� 10．8�
817 ホシノウチカケ 牝3鹿 52

49 ▲大塚 海渡岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 赤石 久夫 448＋ 6 55．61� 39．1�
47 タイガーストライプ 牡3芦 54 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 458－ 4 55．7� 133．7	
818 マートルリース 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 454－ 4 55．8� 7．0

715 カツコノユメ 牝3芦 52 宮崎 北斗大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 422＋ 8 55．9� 101．3�
24 イエローナイフ 牡3青 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 452－ 4 〃 ハナ 405．9�
816 グラスボイジャー 牡3黒鹿54 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B540－ 2 〃 クビ 6．2
612	 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 468＋ 2 56．0クビ 10．5�
510 ブ シ ョ ウ 
4栗 57 田中 勝春�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B486－16 56．1� 26．2�
23 テンプルツリー 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 森 牧場 460－ 4 〃 クビ 185．1�
48 	 スズカファイン 牡7栗 57 伊藤 工真永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 484－ 8 56．31 129．7�
35 フルクトゥス 牡3栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 452＋ 8 〃 クビ 39．1�
36 デルマオフクロサン 牝5黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 452－10 56．51 12．2�
12 カワキタロマン 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 482＋ 2 56．81� 475．3�
611 チヨビッグシー 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 凌大中地賢次郎氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 434＋ 4 57．22� 75．9�
714 フィルムフェスト 牝3青鹿 52

50 △木幡 育也 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋12 57．73 3．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，782，500円 複勝： 80，332，300円 枠連： 51，809，100円
馬連： 170，834，200円 馬単： 67，884，300円 ワイド： 105，206，100円
3連複： 287，792，500円 3連単： 340，045，100円 計： 1，170，686，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 300円 � 330円 枠 連（1－5） 3，490円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，410円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 66，050円

票 数

単勝票数 計 667825 的中 � 74944（4番人気）
複勝票数 計 803323 的中 � 73059（4番人気）� 70546（6番人気）� 62893（8番人気）
枠連票数 計 518091 的中 （1－5） 11493（14番人気）
馬連票数 計1708342 的中 �� 32488（15番人気）
馬単票数 計 678843 的中 �� 6374（31番人気）
ワイド票数 計1052061 的中 �� 17110（24番人気）�� 19240（15番人気）�� 15947（28番人気）
3連複票数 計2877925 的中 ��� 17443（48番人気）
3連単票数 計3400451 的中 ��� 3732（237番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．4―10．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．1―32．5―42．9

上り4F43．3－3F33．0
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガーシュウィン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．7．2 函館1着

2014．3．28生 牡5鹿 母 ブルームトウショウ 母母 ステアトウショウ 20戦2勝 賞金 21，413，000円
〔発走状況〕 チヨビッグシー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 カツコノユメ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カツコノユメ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年9月18日まで出走できない。

４レース目



（1新潟2）第8日 8月18日（日曜日） 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

198，730，000円
10，310，000円
19，480，000円
1，240，000円
21，920，000円
74，480，500円
5，442，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
487，077，800円
654，049，800円
276，387，100円
1，126，001，800円
510，071，600円
677，635，300円
1，643，866，700円
2，222，655，600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 7，597，745，700円

総入場人員 13，731名 （有料入場人員 11，782名）
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