
21037 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

811 クードラパン 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：35．2 1．7�
55 コスモレティクルム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 61：35．52 20．5�
67 テンプルツリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 426－ 21：35．92� 14．0�
810 クインズクオーツ 牡2栗 54 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 428＋101：36．11� 24．4�
78 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 470＋ 6 〃 クビ 61．2	
66 シ ェ ア ー ド 牡2鹿 54 内田 博幸伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444＋ 41：36．2クビ 6．4

44 マイネルロタシオン 牡2栗 54 松岡 正海 �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 474＋ 21：36．51� 10．8�
11 サ ム ラ イ 牡2栗 54

51 ▲石川裕紀人�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 474± 0 〃 クビ 27．6�
22 シゲルナガイワシ 牡2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 446± 01：36．6クビ 89．4
33 マイネルテイル 牡2栗 54 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 石川 栄一 486± 0 〃 クビ 7．5�
79 コスモアリエス 牡2鹿 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442＋ 21：37．66 158．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，347，700円 複勝： 56，367，600円 枠連： 10，558，800円
馬連： 46，232，300円 馬単： 34，422，200円 ワイド： 24，811，200円
3連複： 58，348，800円 3連単： 114，494，500円 計： 366，583，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 330円 � 230円 枠 連（5－8） 1，090円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 380円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 213477 的中 � 103355（1番人気）
複勝票数 計 563676 的中 � 378713（1番人気）� 14955（7番人気）� 24332（5番人気）
枠連票数 計 105588 的中 （5－8） 7455（4番人気）
馬連票数 計 462323 的中 �� 27583（6番人気）
馬単票数 計 344222 的中 �� 14680（7番人気）
ワイド票数 計 248112 的中 �� 11425（7番人気）�� 17989（4番人気）�� 3667（19番人気）
3連複票数 計 583488 的中 ��� 13403（16番人気）
3連単票数 計1144945 的中 ��� 8311（34番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―12．5―12．5―11．6―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．3―48．8―1：01．3―1：12．9―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クードラパン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dynaformer デビュー 2015．6．14 東京3着

2013．4．28生 牝2黒鹿 母 ル シ ル ク 母母 Queue 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21038 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 ピュアノアール 牝3鹿 54
51 ▲石川裕紀人髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 434＋ 21：12．5 3．2�

47 ソサエティクイーン 牝3栗 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436＋ 2 〃 クビ 18．0�

35 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 456＋ 41：13．45 7．0�
712 ティアップセッター 牝3栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 B458－ 21：13．71� 157．9�
611 オンファロス 牝3鹿 54 岩田 康誠村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 428＋ 81：13．8� 12．5�
46 ショーピース 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 400＋ 61：13．9� 25．4�

58 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 416－ 4 〃 ハナ 61．7	
814 イ ク シ ア 牝3芦 54 北村 宏司 
シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 450± 0 〃 クビ 4．2�
23 エビスシハーブ 牝3栗 54 M．デムーロ加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 438＋121：14．0クビ 12．0�
34 メ ビ ウ ス 牝3栗 54 的場 勇人
髙昭牧場 的場 均 浦河 高昭牧場 B472－ 81：14．21� 212．8
815 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 内田 博幸井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438－121：14．41� 5．9�
11 ココクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 432＋ 61：14．5� 289．1�
610 ダイヤモンドハート 牝3鹿 54 柴田 大知村田 哲朗氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 468＋ 21：14．71� 103．9�
22 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 488＋ 41：15．76 68．5�
713 ム サ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋121：15．8� 11．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，429，600円 複勝： 38，125，600円 枠連： 16，485，800円
馬連： 61，634，800円 馬単： 32，105，300円 ワイド： 32，633，700円
3連複： 80，556，300円 3連単： 105，457，000円 計： 391，428，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 350円 � 210円 枠 連（4－5） 1，720円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 500円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 28，580円

票 数

単勝票数 計 244296 的中 � 59853（1番人気）
複勝票数 計 381256 的中 � 69887（2番人気）� 23354（7番人気）� 46641（4番人気）
枠連票数 計 164858 的中 （4－5） 7395（8番人気）
馬連票数 計 616348 的中 �� 17208（11番人気）
馬単票数 計 321053 的中 �� 5440（17番人気）
ワイド票数 計 326337 的中 �� 7495（14番人気）�� 17864（4番人気）�� 5299（21番人気）
3連複票数 計 805563 的中 ��� 11914（17番人気）
3連単票数 計1054570 的中 ��� 2675（93番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―47．3―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアノアール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2014．7．27 福島2着

2012．4．11生 牝3鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 5戦1勝 賞金 10，640，000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 ダイワポデスタ号
（非抽選馬） 1頭 キョウエイボサツ号

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４日



21039 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 ケンベストカフェ 牡3黒鹿56 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468－101：55．3 2．7�
46 ハイヴォルテージ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438－ 41：55．4� 2．9�
58 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 B498＋ 21：55．93 40．8�
47 キ ー タ イ プ 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 444－ 2 〃 クビ 6．2�
11 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 456＋121：56．53� 21．6	
611 ビビッドモア 牡3鹿 56 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 466－ 41：57．03 111．4

610 フランクジョイ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 482＋ 61：57．1� 268．0�
23 トーセンリバティ 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム B500＋ 21：57．2クビ 9．6
34 サトノハンナ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 464＋121：57．41� 46．9�
35 ヒ ダ マ リ 牡3青鹿56 M．デムーロ内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456± 01：57．71� 10．5�
59 スターウインド 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 クビ 125．9�
815 オールディーズ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 442－ 21：57．9� 305．9�

22 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 446＋ 41：58．0� 16．7�
712 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 今野 忠成日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470＋ 61：58．31� 76．2�
（川崎）

（14頭）
814 チャビアール 牡3芦 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，413，900円 複勝： 27，669，400円 枠連： 15，441，700円
馬連： 49，023，900円 馬単： 28，310，900円 ワイド： 25，877，300円
3連複： 66，364，500円 3連単： 96，733，700円 計： 330，835，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 140円 � 870円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，610円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 214139 的中 � 61721（1番人気）
複勝票数 計 276694 的中 � 61886（2番人気）� 62410（1番人気）� 4973（9番人気）
枠連票数 計 154417 的中 （4－7） 45533（1番人気）
馬連票数 計 490239 的中 �� 92436（1番人気）
馬単票数 計 283109 的中 �� 28439（1番人気）
ワイド票数 計 258773 的中 �� 41202（1番人気）�� 3542（18番人気）�� 2543（24番人気）
3連複票数 計 663645 的中 ��� 9631（17番人気）
3連単票数 計 967337 的中 ��� 4433（43番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．3―14．2―12．5―12．1―13．1―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．9―52．1―1：04．6―1：16．7―1：29．8―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンベストカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．5．24生 牡3黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 7戦1勝 賞金 10，810，000円
〔出走取消〕 チャビアール号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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 デンコウシュク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21040 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 蛯名 正義村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 448± 01：09．3 7．0�

816 ハネムーンソング 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 422＋101：09．51� 23．2�

612 レッドアフレイム 牡3鹿 56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 446± 0 〃 クビ 6．3�

59 シゲルカゼノボン 牝3黒鹿54 松岡 正海森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B502＋101：09．6� 2．5�
24 	 ゴ ウ キ 
3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Old Car-

hue Stud 496＋ 21：09．7クビ 23．6�
818 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 448＋ 41：09．91� 96．0	
23 チャーミングマオ 牝3鹿 54 田辺 裕信森口
一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 408＋10 〃 クビ 36．8�
47 ファインドミー 牝3鹿 54 村田 一誠飯田 正剛氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 454－101：10．11� 238．2�
714 トリノレージョ 牝3鹿 54 岩田 康誠 サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418± 0 〃 同着 3．6�
35 シゲルユカタマツリ 牡3芦 56 北村 友一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 中橋 清 488＋ 6 〃 ハナ 74．5�
36 ミエノキティ 牝3鹿 54 柴田 善臣里見美惠子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432＋ 21：10．2� 113．3�
713 マダムヤッコ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 438－ 4 〃 クビ 14．1�
12 ゴールデンワトル 牝3栗 54 武士沢友治 シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 ハナ 153．2�
715 スズヨローズ 牝3黒鹿54 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 466＋ 61：10．62� 84．9�
48 ル パ ン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 446－ 61：10．81 21．7�
817 ポッドウェーブ 牝3芦 54 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 B436＋ 61：11．22� 517．8�
611 クリスタルシップ 牡3黒鹿56 今野 忠成合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 吉田牧場 438＋ 61：11．41� 365．4�
（川崎）

510 ヤマトキャピタル 牡3黒鹿56 木幡 初広醍醐 徹氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 中橋 清 500＋121：11．61� 414．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，638，200円 複勝： 39，806，900円 枠連： 15，993，700円
馬連： 59，428，300円 馬単： 36，506，000円 ワイド： 34，520，500円
3連複： 78，041，700円 3連単： 120，556，600円 計： 412，491，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 570円 � 220円 枠 連（1－8） 7，770円

馬 連 �� 10，170円 馬 単 �� 18，210円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 910円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 20，230円 3 連 単 ��� 127，590円

票 数

単勝票数 計 276382 的中 � 31468（4番人気）
複勝票数 計 398069 的中 � 46125（4番人気）� 15333（7番人気）� 52310（3番人気）
枠連票数 計 159937 的中 （1－8） 1594（22番人気）
馬連票数 計 594283 的中 �� 4526（28番人気）
馬単票数 計 365060 的中 �� 1503（50番人気）
ワイド票数 計 345205 的中 �� 3349（26番人気）�� 10099（8番人気）�� 3813（22番人気）
3連複票数 計 780417 的中 ��� 2892（56番人気）
3連単票数 計1205566 的中 ��� 685（311番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュンクルーズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．6．28 東京8着

2012．4．9生 牡3黒鹿 母 タイキミューズ 母母 サブミッション 9戦1勝 賞金 6，490，000円
〔制裁〕 チャーミングマオ号の騎手田辺裕信は，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：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケイジースワロー号・スリーキーノート号
（非抽選馬） 1頭 ハイレベルバイオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21041 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

68 イ モ ー タ ル 牡2青鹿54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518 ―1：49．8 2．7�

67 ド ゥ ス ー ル 牝2鹿 54 江田 照男宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 470 ―1：50．65 33．5�
79 フィンガーポスト 牡2鹿 54 内田 博幸伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：50．7� 12．0�
33 ミッキーシャンティ 牡2青鹿54 岩田 康誠野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452 ―1：50．91� 4．8�
812 グレンツェント 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 4．5	
56 グッドプリン 牝2黒鹿54 北村 宏司杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458 ―1：51．0� 7．9

710 ヨ ア ソ ビ 牝2黒鹿54 蛯名 正義内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：51．31� 70．4�
811 クアルティエーレ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476 ―1：51．4� 19．7�
55 トラストナイト 牡2黒鹿54 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 488 ―1：51．5� 35．3
22 ビクターウィナー 牡2青鹿54 今野 忠成永田さなえ氏 土田 稔 日高 古川 雅且 460 ―1：51．6� 102．2�

（川崎）

44 セイントビクター 牡2鹿 54 石橋 脩内海 正章氏 勢司 和浩 新ひだか 土田農場 480 ―1：51．91� 67．2�
11 ボーンレガシー 牡2黒鹿54 田辺 裕信 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 510 ―1：52．32� 19．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，984，600円 複勝： 30，631，600円 枠連： 12，039，300円
馬連： 51，718，500円 馬単： 30，903，400円 ワイド： 26，090，300円
3連複： 59，944，200円 3連単： 94，633，200円 計： 335，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 570円 � 320円 枠 連（6－6） 2，940円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 650円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 46，990円

票 数

単勝票数 計 299846 的中 � 89800（1番人気）
複勝票数 計 306316 的中 � 75334（1番人気）� 10659（9番人気）� 21962（5番人気）
枠連票数 計 120393 的中 （6－6） 3172（13番人気）
馬連票数 計 517185 的中 �� 11993（12番人気）
馬単票数 計 309034 的中 �� 5416（17番人気）
ワイド票数 計 260903 的中 �� 5536（14番人気）�� 10887（6番人気）�� 1980（33番人気）
3連複票数 計 599442 的中 ��� 4351（35番人気）
3連単票数 計 946332 的中 ��� 1460（156番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．9―13．2―13．4―12．7―11．0―10．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．5―50．7―1：04．1―1：16．8―1：27．8―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．0
3 10，11（5，8）（4，12）（3，9）（2，7）（1，6） 4 10，11（5，8）（4，12，7）3（2，9，6）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ モ ー タ ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Acatenango 初出走

2013．1．29生 牡2青鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21042 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

713 プリンシパルスター 牡2青鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434 ―1：22．3 3．8�
817 ニシノジャーニー 牡2青鹿54 柴田 善臣西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 430 ―1：22．4� 12．8�
48 コ ー サ ー 牡2鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 474 ―1：22．72 10．2�
715 コ リ ー ナ 牝2鹿 54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 428 ―1：22．91� 6．5�
510 オーシャンビュー 牡2鹿 54 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 424 ―1：23．43 87．1�
816 アルセナーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥 	ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 488 ―1：23．5	 14．3

611 クリプトスコード 牝2栗 54 吉田 豊 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：23．92 91．9�
11 レアファインド 牝2鹿 54 岩田 康誠	G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 ハナ 2．8�
612 ニ コ ラ シ カ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 440 ― 〃 アタマ 55．0
818 コントロールタワー 牡2鹿 54 村田 一誠平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 454 ―1：24．11	 243．5�
59 マーベリック 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：24．2	 36．9�
714 メ リ ザ ン ト 牝2鹿 54 大庭 和弥門野 重雄氏 武井 亮 新ひだか 仲野牧場 492 ―1：24．3	 239．8�
24 トキメキアイナ 牝2鹿 54 今野 忠成片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 448 ―1：24．4� 102．1�

（川崎）

23 ゴールドジャイアン 牡2栗 54 内田 博幸 	ゴールドレーシング 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 490 ―1：24．93 133．2�
35 タ レ イ ア 牝2鹿 54 宮崎 北斗畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 454 ― 〃 ハナ 115．2�
12 サンデリアーナ 牝2鹿 54 石橋 脩海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―1：25．43 113．7�
47 ライクアファルコン 牡2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ―1：26．99 163．6�
36 プレシャスエース 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：27．11� 16．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，743，200円 複勝： 31，334，700円 枠連： 18，975，000円
馬連： 56，704，100円 馬単： 31，636，500円 ワイド： 30，310，000円
3連複： 70，163，600円 3連単： 100，674，900円 計： 369，542，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 310円 � 290円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 790円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 297432 的中 � 64745（2番人気）
複勝票数 計 313347 的中 � 61410（2番人気）� 23137（5番人気）� 25759（4番人気）
枠連票数 計 189750 的中 （7－8） 21047（2番人気）
馬連票数 計 567041 的中 �� 16637（10番人気）
馬単票数 計 316365 的中 �� 5963（13番人気）
ワイド票数 計 303100 的中 �� 7165（12番人気）�� 10135（6番人気）�� 5116（16番人気）
3連複票数 計 701636 的中 ��� 7934（20番人気）
3連単票数 計1006749 的中 ��� 2497（76番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．7―12．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．6―46．3―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 ・（6，10，14）－（5，17）13（15，16）（12，8）－11，3－（4，18）9，1－（2，7） 4 ・（6，10，14）－（5，17）13（15，16）8，12－11，3－18（4，9）－1－（2，7）

勝馬の
紹 介

プリンシパルスター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．3．4生 牡2青鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イルメリオ号・ウィンチケット号・エヴァンジェリン号・クインズネプチュン号・ナムラモンロー号・

ベルクオーレ号・メイスンスパート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21043 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 ムーンレンジャー 牡3黒鹿54 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 512－ 21：52．6 2．4�
47 メイプルレインボー 牡3栗 54 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 486＋ 21：53．23� 9．2�
34 スズカリバー 牡3鹿 54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 21：54．15 11．7�
611 カズノテナンゴ 牡3栗 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 484＋ 61：55．27 18．3�
46 	 サリレモンド 牡4栗 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

524＋101：55．41
 6．5	
22 ジェイケイニュース 牡4栗 57 柴田 大知小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476＋ 41：55．5クビ 43．8

35 カシノカーム 牡4芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B478－ 41：55．71
 102．4�
58 デルマカマイタチ 牡5黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B496＋ 61：55．8� 163．4�
815 タイセイボルト 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B472－141：56．01
 177．3
23 � エルドリッジ 牡5青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 520＋ 21：56．42� 8．8�
59 ストロングトリトン 牡3鹿 54 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 21：56．5� 6．3�
610 フィンデルムンド 牡7鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 480± 01：56．92� 21．9�
11 ブラックブリーズ 牡3青鹿54 岩田 康誠臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B462＋ 2 〃 アタマ 23．4�
814 エンカウンター 牡3鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B532＋ 21：57．11
 31．6�
713� シゲルジダイマツリ 牡3栗 54 今野 忠成森中 蕃氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 B482－ 61：57．31
 171．7�

（川崎）

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，378，900円 複勝： 43，499，800円 枠連： 17，545，700円
馬連： 78，485，000円 馬単： 38，174，300円 ワイド： 40，013，100円
3連複： 98，166，900円 3連単： 141，141，900円 計： 485，405，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 220円 � 280円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 400円 �� 600円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 8，650円

票 数

単勝票数 計 283789 的中 � 92750（1番人気）
複勝票数 計 434998 的中 � 116271（1番人気）� 44319（4番人気）� 31839（6番人気）
枠連票数 計 175457 的中 （4－7） 24604（1番人気）
馬連票数 計 784850 的中 �� 70290（2番人気）
馬単票数 計 381743 的中 �� 22496（1番人気）
ワイド票数 計 400131 的中 �� 27221（2番人気）�� 17065（5番人気）�� 6524（19番人気）
3連複票数 計 981669 的中 ��� 28209（8番人気）
3連単票数 計1411419 的中 ��� 11827（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．7―13．0―12．6―13．2―13．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―34．8―47．8―1：00．4―1：13．6―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
4，14－9＝7（6，13）－3－12，5，11－（10，15）－（1，8）－2
4＝（7，9）（14，12）（6，13，11）3，5，10－（8，15）2－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムーンレンジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．12．14 中山2着

2012．4．24生 牡3黒鹿 母 マスターマイン 母母 ソプランマリダフ 6戦2勝 賞金 20，300，000円
〔制裁〕 サリレモンド号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デモクラシー号
（非抽選馬） 2頭 ヴァッハウ号・オホーツク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21044 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：11．0
2：10．0

良
良

610 ゴールデンハープ 牝3栗 52 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 22：12．9 2．8�

58 ヴァルコイネン 牡4芦 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 82：13．11� 14．2�
712 キズナエンドレス 牝4鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 474＋ 62：13．31� 10．2�
45 キネオダンサー 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 6 〃 クビ 2．5�
34 ディールフロー 牡4鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 02：13．83 8．5�
46 � セ フ ィ ー ロ 牡4鹿 57 西田雄一郎 	グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 20．8

711 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：13．9� 66．9�
814 フォワードカール 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468－ 62：14．11 89．6�
22 マイネルシャルフ 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 42：14．2	 14．6
57 ウインステージ 牝4栗 55 嘉藤 貴行	ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 388± 02：14．3� 102．6�
11 ロードステルス 牡3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 	ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458＋ 22：14．61� 88．6�

33 ウマンマミーア 牡4鹿 57 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B444± 02：15．13 22．7�
69 � リックバナード 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 500＋ 62：16．8大差 235．3�

813� デルママツタロウ 牡4黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 482－ 32：18．39 96．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，803，800円 複勝： 35，791，500円 枠連： 19，042，900円
馬連： 77，502，400円 馬単： 42，601，800円 ワイド： 38，230，300円
3連複： 93，165，100円 3連単： 163，221，800円 計： 499，359，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 300円 � 340円 枠 連（5－6） 1，770円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 710円 �� 700円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 20，840円

票 数

単勝票数 計 298038 的中 � 83506（2番人気）
複勝票数 計 357915 的中 � 72297（2番人気）� 27871（4番人気）� 23778（5番人気）
枠連票数 計 190429 的中 （5－6） 8297（7番人気）
馬連票数 計 775024 的中 �� 31367（7番人気）
馬単票数 計 426018 的中 �� 12023（8番人気）
ワイド票数 計 382303 的中 �� 14053（7番人気）�� 14379（6番人気）�� 4520（20番人気）
3連複票数 計 931651 的中 ��� 11596（18番人気）
3連単票数 計1632218 的中 ��� 5678（58番人気）

ハロンタイム 13．0―10．5―11．7―12．7―13．1―12．4―12．5―11．6―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―23．5―35．2―47．9―1：01．0―1：13．4―1：25．9―1：37．5―1：49．2―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハープ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．9 新潟7着

2012．2．17生 牝3栗 母 ケルティックハープ 母母 アイリッシュカーリ 8戦2勝 賞金 16，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルママツタロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月9日まで平地

競走に出走できない。



21045 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

月岡温泉観光協会賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

815 シュンドルボン 牝4青鹿55 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484＋ 41：45．9 2．1�
36 フジマサクラウン 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 500＋ 41：46．22 8．4�
35 ボーイフレンド 牡6栗 57 戸崎 圭太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444－101：46．62� 20．7�
47 ディアコンチェルト 牡3黒鹿54 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 450± 0 〃 クビ 8．2�
612 レッドグルック 牡4鹿 57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B484－ 21：46．7� 26．5	
713 コスモアルヘナ 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 468－ 61：46．8クビ 110．5

12 トラストルシファー 牝3鹿 52 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 B458－12 〃 クビ 8．3�
24 パリカラノテガミ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 448＋ 41：46．9クビ 7．3�
816 レインオーバー 	4青鹿57 内田 博幸 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 444＋ 41：47．0
 56．8
510 コスモツケマ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 474± 01：47．21� 256．4�
714 ダークファンタジー 牡4栗 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 570＋18 〃 クビ 10．8�
11 ラ ミ ー ロ 牡3栗 54 石橋 脩門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 470＋121：47．51
 275．9�
23 シゲルケンカヤマ 牡3栗 54 今野 忠成森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 488＋101：47．71� 144．8�

（川崎）

59 シャドウスペル 牝3鹿 52 M．デムーロ飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 494－ 21：48．87 17．8�
48 アンジェリー 牝3黒鹿52 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460＋ 61：48．9
 78．8�
611� トミケンアレス 牝4栗 55 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 駿河牧場 454＋ 11：50．07 302．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，882，200円 複勝： 62，367，000円 枠連： 26，060，900円
馬連： 119，499，400円 馬単： 58，232，900円 ワイド： 54，644，200円
3連複： 145，910，000円 3連単： 232，488，200円 計： 743，084，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 230円 � 420円 枠 連（3－8） 670円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 470円 �� 740円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 438822 的中 � 163408（1番人気）
複勝票数 計 623670 的中 � 187759（1番人気）� 59303（5番人気）� 26927（7番人気）
枠連票数 計 260609 的中 （3－8） 29861（3番人気）
馬連票数 計1194994 的中 �� 86532（4番人気）
馬単票数 計 582329 的中 �� 27103（5番人気）
ワイド票数 計 546442 的中 �� 31594（4番人気）�� 18810（7番人気）�� 7825（20番人気）
3連複票数 計1459100 的中 ��� 20171（17番人気）
3連単票数 計2324882 的中 ��� 11457（36番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．5―12．6―12．1―11．4―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．0―47．5―1：00．1―1：12．2―1：23．6―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．7
3 1，8（9，15）（2，10，13）（5，11，16）（3，12，14）（4，6，7） 4 1，8（9，15）（2，10，13）（5，16，14）（3，12，7）（4，11）6

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝4青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 17戦3勝 賞金 58，827，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンアレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月9日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21046 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第10競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走15時10分 （芝・直線）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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

中央レコード
53．7
53．7

良
良

23 プリンセスムーン 牝5栗 55 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B498－ 6 54．6 5．7�
34 モ ル ジ ア ナ 牝3栗 52 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 3．4�
815 ファンファーレ 牝4栗 55 戸崎 圭太清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B484＋ 2 54．81� 8．1�
611 ラインミーティア 牡5鹿 57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 462－14 54．9クビ 18．3�
814 ヨシカワクン 牝5鹿 55 江田 照男井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B450－ 2 55．22 7．9�
35 	 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 柴田 大知下河	行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B452＋ 2 〃 アタマ 143．0

58 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460－10 〃 ハナ 24．5�
46 ロマネクイーン 牝5鹿 55 柴田 善臣村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B466－ 4 55．3クビ 15．8�
610
 エイシンテキサス 牡5青 57 吉田 豊平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 480－ 4 〃 クビ 3．6
11 	 レッドグラサージュ 牡6栗 57 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486± 0 55．4� 142．5�
712 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 446－10 55．61� 114．0�
59 スクワドロン 牡5芦 57 田中 勝春 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 524＋10 〃 アタマ 50．3�
47 ラブローレル 牝3青鹿52 内田 博幸増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406－ 2 〃 アタマ 30．1�
713 レヴァンタール �6鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444＋ 2 55．81� 43．3�
22 	 マツノヴィグラス 牝4鹿 55 西田雄一郎中島 稔氏 竹内 正洋 浦河 北俣牧場 436－ 3 57．410 127．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，930，300円 複勝： 54，084，600円 枠連： 38，234，100円
馬連： 140，895，300円 馬単： 66，121，300円 ワイド： 60，515，800円
3連複： 185，284，500円 3連単： 284，290，000円 計： 874，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 160円 � 240円 枠 連（2－3） 1，200円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 830円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 17，350円

票 数

単勝票数 計 449303 的中 � 62321（3番人気）
複勝票数 計 540846 的中 � 71765（3番人気）� 101362（2番人気）� 50610（5番人気）
枠連票数 計 382341 的中 （2－3） 24682（5番人気）
馬連票数 計1408953 的中 �� 105854（3番人気）
馬単票数 計 661213 的中 �� 20641（8番人気）
ワイド票数 計 605158 的中 �� 40750（2番人気）�� 17957（9番人気）�� 20424（7番人気）
3連複票数 計1852845 的中 ��� 41252（9番人気）
3連単票数 計2842900 的中 ��� 11877（41番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．6―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．7―43．2

上り4F42．6－3F32．5
勝馬の
紹 介

プリンセスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．3．26生 牝5栗 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 18戦4勝 賞金 53，970，000円
〔発走状況〕 ラインミーティア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２レース目



21047 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第7回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 クロスクリーガー 牡3鹿 56 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 460－ 31：51．9 2．5�
712 ダノンリバティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512± 01：52．0� 6．5�
713 タマノブリュネット 牝3栗 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 476＋101：52．31� 75．7�
11 � ゴールデンバローズ 牡3栗 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 526＋ 81：52．61� 3．0�
58 カラパナビーチ 牡3黒鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 534－ 41：52．81	 13．4�
611 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 492－ 2 〃 ハナ 12．3	
22 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：53．11� 138．5

47 ライドオンウインド 牡3栗 56 M．デムーロ名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 496－ 2 〃 ハナ 9．9�
814 オールブラッシュ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：53．73	 37．1
34 センチュリオン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋101：54．12	 34．8�
35 � デ ブ リ ン 牡3栗 56 吉田 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 504＋ 91：54．52	 239．4�
815 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 41：54．6クビ 217．9�
610 シンゼンガンプ 牡3鹿 56 村田 一誠原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462± 0 〃 クビ 243．0�
23 
 ラッキープリンス 牡3黒鹿56 今野 忠成国田 正忠氏 小久保 智 浦河 畔高牧場 B456－ 31：56．8大差 55．5�

（浦和） （川崎）

46 ディアドムス 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B480－ 6 （競走中止） 60．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 176，781，700円 複勝： 187，521，100円 枠連： 103，611，100円 馬連： 544，568，200円 馬単： 271，277，600円
ワイド： 214，069，800円 3連複： 734，461，500円 3連単： 1，377，244，400円 5重勝： 586，239，000円 計： 4，195，774，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 910円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，060円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 15，320円 3 連 単 ��� 49，790円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 396，100円

票 数

単勝票数 計1767817 的中 � 554557（1番人気）
複勝票数 計1875211 的中 � 523104（1番人気）� 197457（3番人気）� 35624（11番人気）
枠連票数 計1036111 的中 （5－7） 110703（2番人気）
馬連票数 計5445682 的中 �� 401450（2番人気）
馬単票数 計2712776 的中 �� 123656（4番人気）
ワイド票数 計2140698 的中 �� 122487（4番人気）�� 25820（21番人気）�� 10825（41番人気）
3連複票数 計7344615 的中 ��� 35952（43番人気）
3連単票数 計13772444 的中 ��� 20052（149番人気）
5重勝票数 計5862390 的中 ����� 1036

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．7―48．7―1：01．5―1：14．0―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4F50．4―3F37．9
1
3
1，4－（3，7）8（9，15）－（6，10）（2，12）（13，5，14）－11・（1，4，9）12（3，7，15）8，10（2，14）（6，13，5）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロスクリーガー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．9．27 阪神1着

2012．4．11生 牡3鹿 母 ビッグクィーン 母母 マイアミガルチ 6戦4勝 賞金 80，375，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走中止〕 ディアドムス号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ディアドムス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アルタイル号・タガノスマイル号・ニットウスバル号・モズライジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21048 8月9日 晴 良 （27新潟2）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
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

58 マサノグリンベレー 牡4青 57 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 500＋ 21：13．1 4．2�
59 ウインネオルーラー 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 476± 01：13．2� 4．6�
610 アルノルフィーニ 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 446＋ 21：13．41� 28．8�
47 ナンヨーアイリッド 牡3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 474＋ 21：13．5� 25．9�
34 ヴェイルドスケール 牡3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B524＋ 8 〃 クビ 6．4	
46 ドリームメモリー 牝3鹿 52 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452± 01：13．6クビ 14．6

713 ビレッジトプテム 牡3栗 54 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 486± 01：13．7� 86．1�
611 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 420－ 41：13．8� 4．0�
814� シ ン サ ン 牡4栗 57 木幡 初広上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 三宅牧場 B490± 01：13．9� 226．6
712 レッドダニエル 	4栗 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 460± 01：14．0� 6．3�
35 キャメロンロード 牝5鹿 55 今野 忠成森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 454＋ 61：14．31� 49．2�

（川崎）

815 インペリアルブルー 牡4栗 57
54 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B454－ 61：14．61� 98．1�

11 カシノキングダム 牡3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B458± 01：14．92 37．6�
23 � デルマコナキジジ 	5栗 57 江田 照男浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B486＋ 31：15．0クビ 148．1�
22 ジギースンナー 牝4青鹿55 松岡 正海佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 B478＋ 41：15．85 60．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，416，000円 複勝： 88，331，000円 枠連： 49，478，200円
馬連： 198，507，700円 馬単： 90，271，400円 ワイド： 92，887，300円
3連複： 250，043，400円 3連単： 420，278，100円 計： 1，258，213，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 190円 � 630円 枠 連（5－5） 1，110円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，650円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 6，570円 3 連 単 ��� 26，700円

票 数

単勝票数 計 684160 的中 � 129170（2番人気）
複勝票数 計 883310 的中 � 132972（3番人気）� 134186（2番人気）� 28282（9番人気）
枠連票数 計 494782 的中 （5－5） 34355（5番人気）
馬連票数 計1985077 的中 �� 142930（3番人気）
馬単票数 計 902714 的中 �� 33396（6番人気）
ワイド票数 計 928873 的中 �� 56494（3番人気）�� 13908（17番人気）�� 10120（24番人気）
3連複票数 計2500434 的中 ��� 28543（16番人気）
3連単票数 計4202781 的中 ��� 11410（74番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノグリンベレー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2014．3．21 中山1着

2011．3．23生 牡4青 母 アヤノミドリ 母母 クインサンシー 12戦2勝 賞金 25，750，000円
〔制裁〕 ヴェイルドスケール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30，000円。
※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 ジュエルアラモード号・センコウノマイヒメ号・ファイアキング号・ヨイチナデシコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

５レース目



（27新潟2）第4日 8月9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 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 手 当

229，900，000円
1，060，000円
10，740，000円
1，730，000円
20，800，000円
67，535，000円
4，883，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
546，750，100円
695，530，800円
343，467，200円
1，484，199，900円
760，563，600円
674，603，500円
1，920，450，500円
3，251，214，300円
586，239，000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
5 重 勝
計 10，263，018，900円

総入場人員 13，849名 （有料入場人員 11，488名）
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