
21097 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05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
1：46．6
1：45．9

良
良

611 パラノーマル 牝2栗 54 柴田 大知 �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 434－ 41：47．7 4．2�

48 マイネルファン 牡2栗 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 41：48．01� 5．3�

23 フィンガーポスト 牡2鹿 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 470± 01：48．1� 3．7�
47 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 472± 0 〃 クビ 33．0�
713 ストロングファルコ 牡2黒鹿54 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 434± 0 〃 ハナ 9．8�
24 マ ッ ク ー ル 牡2鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 482－ 81：48．84 7．7	
715 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 41：49．22� 41．3

714 サトノスピリット 牡2黒鹿54 北村 宏司里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 472－ 21：49．52 7．7�
612 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿54 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472＋ 2 〃 ハナ 45．7�
510 デルマアツヒメ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 404－ 21：49．6クビ 55．5
59 エヌケイボーイ 牡2黒鹿 54

52 △石川裕紀人長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 466－ 4 〃 アタマ 69．1�
817 サムライダマシー 牡2鹿 54 丸山 元気西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 61：50．45 207．9�
36 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 448＋ 21：50．5� 188．2�
818 ウインストアヘッド 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 448＋ 41：50．71 227．9�
35 ファインキャプテン 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 クビ 289．6�
816 サキチョウサン 牝2鹿 54 吉田 隼人�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 424－ 81：50．8クビ 228．2�
12 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 452－ 21：51．22� 210．3�

（17頭）
11 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，743，700円 複勝： 29，385，600円 枠連： 14，239，800円
馬連： 42，926，300円 馬単： 23，642，000円 ワイド： 23，500，000円
3連複： 55，657，300円 3連単： 68，006，100円 計： 276，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 差引計 187437（返還計 1149） 的中 � 37383（2番人気）
複勝票数 差引計 293856（返還計 1311） 的中 � 50847（2番人気）� 41901（3番人気）� 71510（1番人気）
枠連票数 差引計 142398（返還計 7 ） 的中 （4－6） 9072（6番人気）
馬連票数 差引計 429263（返還計 5423） 的中 �� 25457（5番人気）
馬単票数 差引計 236420（返還計 2590） 的中 �� 7354（6番人気）
ワイド票数 差引計 235000（返還計 2759） 的中 �� 13578（3番人気）�� 19067（1番人気）�� 17611（2番人気）
3連複票数 差引計 556573（返還計 13427） 的中 ��� 35975（1番人気）
3連単票数 差引計 680061（返還計 23756） 的中 ��� 6969（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―12．4―12．7―12．4―11．7―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．3―47．7―1：00．4―1：12．8―1：24．5―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラノーマル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．2 新潟4着

2013．4．1生 牝2栗 母 マイネソーサリス 母母 マイネマジック 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 ドゥスール号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

21098 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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

611 ハイレベルバイオ 牝3黒鹿54 柴田 大知バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504± 01：09．5 19．8�
817 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 450＋ 4 〃 ハナ 3．2�
816 ロッソマドンナ 牝3青鹿54 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 408± 0 〃 クビ 13．2�
715 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 丸山 元気田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 440－ 4 〃 アタマ 102．6�
11 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 498＋ 21：09．6クビ 5．7	
59 ジュビリーライン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B392－10 〃 ハナ 54．1

713 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 396－ 4 〃 アタマ 9．8�
23 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 406－ 41：09．81� 44．6
818 ダノンエンジェル 牝3鹿 54 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 31．2�
48 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± 0 〃 アタマ 4．4�
47 ストレートプレイ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 4 〃 クビ 20．4�
35 スニップレイ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 478± 0 〃 アタマ 330．4�
714 クラウンロベルト 牡3青鹿56 松岡 正海�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 426－ 61：10．22 65．0�
12 スプリームゴールド 牝3芦 54 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398＋ 4 〃 アタマ 23．8�
612� ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 江田 照男 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 460＋ 2 〃 クビ 60．9�
36 ホウザンゴッド 牡3栗 56 内田 博幸加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 488－ 81：10．3	 72．9�
510 ル パ ン 牡3栗 56 杉原 誠人宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 B448＋ 21：10．4
 48．0�
24 ア ク イ ー ユ 牝3青鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋101：10．71	 13．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，060，800円 複勝： 36，008，100円 枠連： 16，007，000円
馬連： 46，928，000円 馬単： 25，239，600円 ワイド： 29，139，700円
3連複： 64，001，000円 3連単： 75，231，700円 計： 314，615，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 520円 � 130円 � 430円 枠 連（6－8） 2，240円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 10，960円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 4，330円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 20，260円 3 連 単 ��� 163，300円

票 数

単勝票数 計 220608 的中 � 8895（7番人気）
複勝票数 計 360081 的中 � 13079（8番人気）� 111109（1番人気）� 16374（6番人気）
枠連票数 計 160070 的中 （6－8） 5528（10番人気）
馬連票数 計 469280 的中 �� 7523（15番人気）
馬単票数 計 252396 的中 �� 1726（36番人気）
ワイド票数 計 291397 的中 �� 4171（17番人気）�� 1690（42番人気）�� 6986（7番人気）
3連複票数 計 640010 的中 ��� 2369（61番人気）
3連単票数 計 752317 的中 ��� 334（478番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイレベルバイオ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．6．7 東京8着

2012．2．21生 牝3黒鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 3戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ゴールデンワトル号・サンデンバロン号・ミエノキティ号
（非抽選馬） 2頭 イディル号・ブラウンルランシー号

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９日



21099 8月29日 小雨 不良 （27新潟2）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 470＋141：53．3 14．3�
22 アモーレエテルノ 牝3芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－101：53．62 6．9�
34 ミュークロール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．7� 132．0�
47 レーヌドオリエント 牝3鹿 54 内田 博幸�G1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 496－ 4 〃 クビ 5．1�
611 エフティベス 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482＋121：53．8� 5．2	
814 カスミチャン 牝3芦 54

52 △石川裕紀人吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 412－111：53．9� 16．1

46 ティースワロ 牝3鹿 54 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 458± 01：54．11 52．8�
11 クールオボロ 牝3青鹿54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 438＋ 21：54．2� 6．1�
23 キャンドルスピン 牝3黒鹿54 大野 拓弥山本 剛史氏 中川 公成 日高 戸川牧場 434＋ 61：54．3� 104．6
713 ドラゴンハピネス 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 436－ 81：54．5� 14．0�
59 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454－ 21：54．92� 152．7�
610 スガノデュランダル 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 田上 稔 420＋ 81：55．0� 273．3�
35 レインボーシャワー 牝3鹿 54 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 日高大洋牧場 B494－ 4 〃 ハナ 3．9�
712 ボンヌヴェル 牝3鹿 54 田辺 裕信堀 祥子氏 小島 太 千歳 社台ファーム B464－ 41：55．32 29．6�
815 ミルファンティ 牝3芦 54 江田 照男 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 450－ 61：55．4クビ 37．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，015，200円 複勝： 34，163，300円 枠連： 13，820，600円
馬連： 52，981，900円 馬単： 26，408，700円 ワイド： 30，684，200円
3連複： 68，537，500円 3連単： 82，387，900円 計： 333，999，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 520円 � 240円 � 1，950円 枠 連（2－5） 6，020円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 15，830円 �� 7，740円

3 連 複 ��� 77，180円 3 連 単 ��� 485，610円

票 数

単勝票数 計 250152 的中 � 13942（7番人気）
複勝票数 計 341633 的中 � 16626（8番人気）� 44302（3番人気）� 3942（13番人気）
枠連票数 計 138206 的中 （2－5） 1777（26番人気）
馬連票数 計 529819 的中 �� 6465（26番人気）
馬単票数 計 264087 的中 �� 1663（53番人気）
ワイド票数 計 306842 的中 �� 3950（26番人気）�� 494（77番人気）�� 1015（58番人気）
3連複票数 計 685375 的中 ��� 666（179番人気）
3連単票数 計 823879 的中 ��� 123（1022番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．9―49．3―1：02．3―1：14．9―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
1，2，14（8，10）15，11，9（6，13）（4，5，7，12）－3・（1，2）（8，14）10（11，9，15，13）6（4，7）5，3，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ク ー ト ネ イ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．12．13 中山8着

2012．5．14生 牝3鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 9戦1勝 賞金 7，750，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 3頭 サリーシャッセ号・シードパール号・レスペート号
（非抽選馬） 1頭 ブリアンナ号

21100 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

56 ユールドゥー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 486＋ 23：09．3 4．0�
33 マイネルクレイズ 牡5黒鹿60 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 480－103：09．4� 12．6�
812� ニューコネクション 牡8栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 2 〃 アタマ 127．0�
67 ピースメーカー 牡4鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 83：09．71� 4．2�
79 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 43：09．8� 2．5�
68 � マスソングウインド 牡4黒鹿60 蓑島 靖典上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 496＋ 63：10．43� 9．0	
811 ショウナンライコウ 牡3鹿 58 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 478＋ 83：10．72 59．0

11 フ リ メ ー ル 牝4栗 58 大江原 圭�ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 434＋ 83：12．19 150．3�
44 シゲルオウシザ 牡5栗 60 山本 康志森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 528－ 23：12．63 23．9
22 アサクサニッポン 	6青 60 草野 太郎田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486－ 83：12．81� 30．9�
55 ポップジェムズ 	5鹿 60 上野 翔吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466－ 43：14．39 14．4�
710� クリノグランデ 牡5栗 60 金子 光希栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 83：15．25 196．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，894，200円 複勝： 21，483，400円 枠連： 10，642，300円
馬連： 32，851，200円 馬単： 21，752，000円 ワイド： 18，186，300円
3連複： 45，622，000円 3連単： 79，198，600円 計： 247，630，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 420円 � 3，010円 枠 連（3－5） 2，490円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 880円 �� 6，330円 �� 18，860円

3 連 複 ��� 85，110円 3 連 単 ��� 354，430円

票 数

単勝票数 計 178942 的中 � 35239（2番人気）
複勝票数 計 214834 的中 � 44032（2番人気）� 12002（5番人気）� 1430（11番人気）
枠連票数 計 106423 的中 （3－5） 3300（6番人気）
馬連票数 計 328512 的中 �� 10483（8番人気）
馬単票数 計 217520 的中 �� 4060（15番人気）
ワイド票数 計 181863 的中 �� 5633（7番人気）�� 723（37番人気）�� 241（56番人気）
3連複票数 計 456220 的中 ��� 402（106番人気）
3連単票数 計 791986 的中 ��� 162（469番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．6－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユールドゥー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2013．7．14 福島1着

2011．3．30生 牡4鹿 母 ナントカナルサ 母母 サパテアード 障害：5戦1勝 賞金 12，300，000円



21101 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ダンディーアロー 牡2栗 54 丸山 元気 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新冠 村上牧場 446 ―1：36．9 98．6�
35 エ デ ィ ク ト 牡2鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 492 ―1：37．0� 4．0�
24 レッドディヴェル 牝2鹿 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440 ―1：37．1� 3．1�
47 ワンダフルラッシュ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 434 ―1：37．2� 40．6�
59 ウィップアロング 牡2青鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 456 ―1：37．3クビ 50．6	
510 マイネルビッグバン 牡2栗 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 454 ― 〃 アタマ 15．8

48 ワイルドゲーム 牡2鹿 54 武士沢友治合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 484 ― 〃 クビ 178．8�
817 ヴィレミーナ 牝2鹿 54 江田 照男増田 和啓氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―1：37．72� 13．8�
23 キョウエイドリーム 牝2鹿 54 西田雄一郎田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 428 ―1：37．91	 24．3
818 ラスカルグレイ 牡2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：38．0クビ 5．6�
611 アルマカイルア 牡2黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 474 ― 〃 クビ 16．1�
612 アキノバレリーナ 牝2栗 54 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470 ―1：38．1� 115．4�
12 カンタベリーマイン 牡2鹿 54 杉原 誠人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 432 ―1：38．2� 101．6�
714 ジェネスローズ 牝2黒鹿54 石橋 脩山口 真吾氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 418 ―1：38．41	 39．3�
713 ミヤコノアバランチ 牡2芦 54 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：38．61� 31．4�
715 クリスタルスカル 牡2栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 556 ―1：38．81	 17．1�
816 シンキングカミユ 牝2鹿 54 大野 拓弥佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 418 ―1：40．7大差 181．5�
11 ザ イ ー ダ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也門野 重雄氏 奥村 武 浦河 富塚ファーム 450 ―1：41．76 180．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，594，900円 複勝： 33，791，800円 枠連： 17，907，400円
馬連： 49，837，500円 馬単： 27，047，800円 ワイド： 27，237，800円
3連複： 59，195，400円 3連単： 75，810，300円 計： 319，422，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，860円 複 勝 � 1，160円 � 160円 � 120円 枠 連（3－3） 10，530円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 32，350円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 3，630円 �� 330円

3 連 複 ��� 11，060円 3 連 単 ��� 111，030円

票 数

単勝票数 計 285949 的中 � 2464（13番人気）
複勝票数 計 337918 的中 � 4367（13番人気）� 58520（2番人気）� 98013（1番人気）
枠連票数 計 179074 的中 （3－3） 1317（27番人気）
馬連票数 計 498375 的中 �� 3380（32番人気）
馬単票数 計 270478 的中 �� 627（85番人気）
ワイド票数 計 272378 的中 �� 2047（34番人気）�� 1768（41番人気）�� 24886（1番人気）
3連複票数 計 591954 的中 ��� 4011（27番人気）
3連単票数 計 758103 的中 ��� 495（322番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．1―12．8―12．3―11．5―10．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．7―50．5―1：02．8―1：14．3―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディーアロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Diesis 初出走

2013．5．20生 牡2栗 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ストライクショット号・トモジャポルックス号

21102 8月29日 曇 稍重 （27新潟2）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

12 ザハッピエスト 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 398－ 21：47．4 6．6�
714 テキスタイルアート 牡3青鹿56 北村 宏司吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 470－ 21：47．5� 7．3�
35 クインズマルシアノ 牡3鹿 56 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 494＋ 61：47．6� 49．4�
818 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 460－ 21：47．7� 4．5�
36 パブリックフレンド 牡3青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 468－ 61：47．91� 4．3�
510 ポップスキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊 	社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438＋ 41：48．0クビ 5．7

48 ジュンコアー 牝3黒鹿54 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 524± 01：48．1� 23．0�
715 ラックアサイン 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：48．31� 8．1�
59 シュガーベイ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 538＋ 21：48．4� 213．1
24 キクノラッキー 牝3黒鹿54 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 460＋16 〃 クビ 265．1�
612 ステラグランデ 牡3芦 56 松岡 正海 	シルクレーシング 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 444± 01：48．93 49．1�
11 コスモピンパーネル 牡3鹿 56 柴田 大知 	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 480＋ 41：49．1� 13．1�
23 ナチュラルワンダー 牡3栗 56 嘉藤 貴行�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 504＋201：49．2� 122．5�
611 ドリームアラウンド 牡3黒鹿56 丸山 元気ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 五丸農場 B492＋ 41：49．3� 260．5�
816 ニホンピロラブリー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 424＋ 81：49．4� 174．7�
47 ビ バ ナ ポ リ 牝3鹿 54 杉原 誠人小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 444＋ 4 〃 ハナ 244．9�
817 トーセンアイランド 牡3青 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 506＋101：49．5クビ 168．5�
713 エンブレマータ 牝3鹿 54

52 △石川裕紀人窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 482 ―1：50．03 59．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，461，600円 複勝： 33，632，100円 枠連： 17，496，600円
馬連： 54，231，600円 馬単： 26，627，700円 ワイド： 28，379，000円
3連複： 64，450，500円 3連単： 80，380，200円 計： 329，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 290円 � 1，020円 枠 連（1－7） 750円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 980円 �� 3，290円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 23，880円 3 連 単 ��� 90，490円

票 数

単勝票数 計 244616 的中 � 29520（4番人気）
複勝票数 計 336321 的中 � 43431（4番人気）� 31158（6番人気）� 7186（9番人気）
枠連票数 計 174966 的中 （1－7） 17966（1番人気）
馬連票数 計 542316 的中 �� 16526（13番人気）
馬単票数 計 266277 的中 �� 4878（19番人気）
ワイド票数 計 283790 的中 �� 7741（17番人気）�� 2184（32番人気）�� 1516（36番人気）
3連複票数 計 644505 的中 ��� 2024（61番人気）
3連単票数 計 803802 的中 ��� 644（266番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．8―12．6―12．5―12．1―11．3―10．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．1―48．7―1：01．2―1：13．3―1：24．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザハッピエスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．2．22 東京7着

2012．1．26生 牝3鹿 母 フ ェ リ シ ア 母母 フ ェ ル モ イ 4戦1勝 賞金 5，060，000円
〔発走状況〕 コスモピンパーネル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモピンパーネル号は，平成27年8月30日から平成27年9月28日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニシノリコルディ号・レッドアイヴァー号



21103 8月29日 晴 不良 （27新潟2）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

610 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 488＋ 21：51．3 2．4�
58 ベルプラージュ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 448± 01：51．4� 4．1�
11 ディアグリスター 牡5鹿 57 柴田 大知ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 486± 01：51．82� 13．3�
22 トラキアンコード �3芦 54

52 △石川裕紀人原 	子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：51．9アタマ 38．1�
34 トミケンシェルフ 牡3栗 54 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 484＋ 61：52．22 29．2�
47 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 北村 宏司佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460± 01：52．3クビ 15．4	
35 ジェイケイニュース 牡4栗 57 松岡 正海小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 474－ 21：52．4� 60．7

59 デグニティクローズ 牡4鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524± 01：52．5� 7．8�
815
 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 518－ 2 〃 クビ 25．8
814 ストロングトリトン 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 41：53．13� 16．1�
23 インパルション �6鹿 57

54 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 478＋16 〃 ハナ 133．7�
712 サンマルバロン �3栗 54 石橋 脩相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 448＋ 41：53．31� 26．9�
611 ワイルドダラー 牡4青鹿57 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 496＋ 2 〃 アタマ 9．7�
46 クラウンリバティー 牡3鹿 54 西田雄一郎矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478－101：54．910 165．7�
713 ベストヴィジョン 牡4黒鹿57 伊藤 工真吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B468＋ 21：55．0� 227．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，892，600円 複勝： 35，849，200円 枠連： 20，305，000円
馬連： 67，187，700円 馬単： 34，594，800円 ワイド： 33，985，400円
3連複： 78，194，400円 3連単： 107，911，600円 計： 404，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 290円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 290円 �� 590円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 268926 的中 � 87848（1番人気）
複勝票数 計 358492 的中 � 97065（1番人気）� 76343（2番人気）� 20404（6番人気）
枠連票数 計 203050 的中 （5－6） 49249（1番人気）
馬連票数 計 671877 的中 �� 76769（1番人気）
馬単票数 計 345948 的中 �� 26568（1番人気）
ワイド票数 計 339854 的中 �� 34092（1番人気）�� 14075（4番人気）�� 7082（13番人気）
3連複票数 計 781944 的中 ��� 23052（5番人気）
3連単票数 計1079116 的中 ��� 10267（7番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．2―12．9―12．8―12．4―12．8―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．5―48．4―1：01．2―1：13．6―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
2（7，14）－（4，12）（10，11，15）8（9，13）－6－1－5－3・（2，7）（12，15）（4，14）（8，10，11，5）（1，9，13）6，3

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

勝馬の
紹 介

メイプルレインボー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．5．5生 牡3栗 母 メイプルスプリング 母母 ギャラントハウス 14戦2勝 賞金 22，020，000円

21104 8月29日 晴 稍重 （27新潟2）第9日 第8競走 ��3，250�第17回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：28．7良

69 ティリアンパープル 牝5鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 474± 03：29．7 52．6�
711 グラッツィア 牡7鹿 60 高田 潤山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500± 03：30．01� 4．1�
58 エーシンホワイティ 牡8鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 518＋ 2 〃 クビ 2．0�
813 タ イ タ ン 牡7栗 60 植野 貴也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486－ 43：30．1クビ 10．1�
46 スマートリバティー 牡7鹿 60 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 452－ 43：30．63 8．2�
33 マイネルアダマス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 430－ 43：30．7� 31．5	
610 タ ナ ト ス 牡7黒鹿60 白浜 雄造榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 460－ 23：31．12� 7．3

45 カシマシンセイ 牡6鹿 60 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 510－103：32．48 16．5�
11 コスモソユーズ 牡7栗 60 西谷 誠 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 500－ 23：33．03� 69．0
22 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 498－ 23：33．1クビ 56．5�
712 カントリースノー �8黒鹿60 草野 太郎鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 63：34．16 153．3�
34 メジロサンノウ 牡7黒鹿60 高野 和馬岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 メジロ牧場 468＋ 23：34．73� 273．1�
57 
 クリノテンペスタ 牡8栗 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 474－103：35．23 297．9�
814 ドクタールキア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 470－ 23：35．83� 150．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，899，900円 複勝： 40，901，500円 枠連： 19，038，100円
馬連： 69，091，900円 馬単： 40，932，000円 ワイド： 35，805，200円
3連複： 98，717，900円 3連単： 166，527，600円 計： 505，914，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，260円 複 勝 � 580円 � 170円 � 120円 枠 連（6－7） 1，410円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 20，270円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，300円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 92，510円

票 数

単勝票数 計 348999 的中 � 5298（8番人気）
複勝票数 計 409015 的中 � 11053（8番人気）� 57542（2番人気）� 130791（1番人気）
枠連票数 計 190381 的中 （6－7） 10455（7番人気）
馬連票数 計 690919 的中 �� 7124（21番人気）
馬単票数 計 409320 的中 �� 1514（48番人気）
ワイド票数 計 358052 的中 �� 4122（22番人気）�� 6531（16番人気）�� 36395（1番人気）
3連複票数 計 987179 的中 ��� 14233（17番人気）
3連単票数 計1665276 的中 ��� 1305（237番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 49．5－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティリアンパープル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．10 東京8着

2010．2．15生 牝5鹿 母 メイクヒストリー 母母 シジェームサン 障害：14戦2勝 賞金 48，097，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 タイタン号の騎手植野貴也は，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。



21105 8月29日 晴 不良 （27新潟2）第9日 第9競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．30以降27．8．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

611 モズライジン 牡3芦 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 466－ 61：50．5 3．0�
610 スマートボムシェル 牡3栗 52 吉田 隼人大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502＋ 21：50．92� 14．1�
59 ゴーイングベル 牡5芦 55 木幡 初広田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 522＋ 2 〃 クビ 9．1�
47 � ヤンキーソヴリン 	5黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 490± 01：51．0クビ 38．8�
815 グリサージュ 牝4芦 51 柴田 大知吉田 千津氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 474－ 41：51．1
 32．5�
35 サ ノ イ チ 牡4鹿 56 北村 宏司ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476－ 21：51．41
 17．3	
34 ジャッカスバーク 牡4黒鹿56 田辺 裕信 
キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－ 4 〃 クビ 12．6�
23 マドリードカフェ 牡4黒鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 510＋ 81：51．61� 9．9�
713 ラブリースター 牝6栃栗51 木幡 初也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 460－ 61：51．7クビ 335．9
712 ハーストイーグル 牡5鹿 54 松岡 正海髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 504± 01：51．91� 7．0�
22 メイショウサリマン 牡7栗 53 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 486－ 41：52．0
 94．2�
11 アドマイヤイバマ 牡5芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 01：52．1クビ 40．3�
46 ティンバレス 牝3青鹿50 伊藤 工真 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 アタマ 4．1�
58 � ブライトエルフ 牝6栗 51 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448－ 21：52．63 77．4�
814 ヴィルトグラーフ 	5鹿 54 江田 照男 
シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 61：54．3大差 55．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，860，000円 複勝： 49，547，400円 枠連： 23，507，200円
馬連： 102，131，900円 馬単： 45，029，300円 ワイド： 48，824，800円
3連複： 128，896，000円 3連単： 172，843，500円 計： 606，640，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 360円 � 220円 枠 連（6－6） 1，770円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 760円 �� 430円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 17，180円

票 数

単勝票数 計 358600 的中 � 93486（1番人気）
複勝票数 計 495474 的中 � 121049（1番人気）� 27092（7番人気）� 54353（4番人気）
枠連票数 計 235072 的中 （6－6） 10290（7番人気）
馬連票数 計1021319 的中 �� 41880（6番人気）
馬単票数 計 450293 的中 �� 10599（9番人気）
ワイド票数 計 488248 的中 �� 16353（7番人気）�� 30988（2番人気）�� 6102（28番人気）
3連複票数 計1288960 的中 ��� 26402（7番人気）
3連単票数 計1728435 的中 ��� 7293（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．3―48．2―1：01．0―1：13．4―1：25．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズライジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．8 中山3着

2012．3．24生 牡3芦 母 グランプリオーロラ 母母 ア ン ダ ン テ 8戦3勝 賞金 43，938，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 スリータイタン号・ダイワインパルス号・ニシノゲンキマル号・ノースヒーロー号・プリンセスカママル号・

ブレイクアウト号・ヤマカツティラノ号・リアライズブラザー号

21106 8月29日 晴 稍重 （27新潟2）第9日 第10競走 ��
��1，000�

いなずま

稲妻ステークス
発走15時10分 （芝・直線）
3歳以上，1，600万円以下，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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

55 ネ ロ 牡4栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 464＋ 8 54．5 1．6�
89 プリンセスムーン 牝5栗 55 津村 明秀玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B496－ 2 54．81� 4．9�
78 フクノドリーム 牝4栗 55 吉田 豊福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 482± 0 〃 クビ 6．2�
810 シャトルアップ 	7栗 57 田辺 裕信広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド 498－ 8 〃 クビ 53．0�
11 ブライトチェリー 牝5芦 55 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 472＋ 2 55．11� 32．9�
44 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 石橋 脩三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 490－ 6 55．41� 31．7	
66 ファンファーレ 牝4栗 55 江田 照男清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B486＋ 2 55．5クビ 32．4

77 アンブリカル 牝3青鹿52 吉田 隼人上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 436＋ 2 56．56 14．6�
33 ジョリーアップ 牝3栗 52 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 478＋ 2 58．3大差 11．2�
22 サトノヒーロー 牡6黒鹿57 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B530± 0 59．79 142．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，885，200円 複勝： 121，474，100円 枠連： 22，993，100円
馬連： 112，359，900円 馬単： 73，817，200円 ワイド： 46，946，500円
3連複： 126，525，800円 3連単： 315，053，900円 計： 869，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 390円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 498852 的中 � 244282（1番人気）
複勝票数 計1214741 的中 � 884429（1番人気）� 108940（2番人気）� 62819（3番人気）
枠連票数 計 229931 的中 （5－8） 53361（2番人気）
馬連票数 計1123599 的中 �� 244160（1番人気）
馬単票数 計 738172 的中 �� 118677（1番人気）
ワイド票数 計 469465 的中 �� 86706（1番人気）�� 52553（2番人気）�� 24586（5番人気）
3連複票数 計1265258 的中 ��� 165589（1番人気）
3連単票数 計3150539 的中 ��� 153383（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．7―10．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．7―42．8

上り4F42．6－3F32．5
勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡4栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 21戦4勝 賞金 103，723，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーアップ号・サトノヒーロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月

29日まで平地競走に出走できない。



21107 8月29日 晴 不良 （27新潟2）第9日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，26．8．30以降27．8．23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

新潟放送賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

813 ダノンリバティ 牡3鹿 53 丸山 元気�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：49．5 2．7�
610 トウショウフリーク 牡8鹿 56 内田 博幸トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496－ 11：49．71� 15．3�
711� ダブルスター 牡6栗 54 大野 拓弥�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 510－ 21：49．8� 26．8�
22 	 アジアエクスプレス 牡4栗 57．5 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud B550＋12 〃 クビ 2．5�
11 ナリタポセイドン 牡6鹿 54 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490＋ 41：50．01� 24．3	
58 ベルゲンクライ 牡5芦 55 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 478＋ 21：50．1クビ 7．7

33 ストロングサウザー 牡4鹿 54 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：50．31
 12．8�
45 トウシンイーグル �7鹿 55 津村 明秀�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B480＋ 4 〃 クビ 53．0�
814 ヴォーグトルネード 牡6栗 56 石橋 脩深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：50．4クビ 42．2
46 � ダイヤノゲンセキ �7黒鹿53 柴田 善臣 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 528＋ 2 〃 クビ 164．6�
57 ツクバコガネオー �7栗 54 江田 照男荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 534± 01：50．82� 79．0�
34 サンマルデューク 牡6黒鹿52 吉田 隼人相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 512＋ 81：51．43� 213．6�
712 オメガブレイン 牡7鹿 49 石川裕紀人原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B466± 01：51．5� 64．9�
69 フィールザスマート 牡4青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 510＋141：55．8大差 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，165，000円 複勝： 109，335，700円 枠連： 56，679，700円
馬連： 290，138，500円 馬単： 144，132，500円 ワイド： 122，450，700円
3連複： 375，341，000円 3連単： 666，247，500円 計： 1，847，490，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 390円 � 410円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，010円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 13，000円 3 連 単 ��� 51，810円

票 数

単勝票数 計 831650 的中 � 240493（2番人気）
複勝票数 計1093357 的中 � 272615（1番人気）� 59442（6番人気）� 56632（7番人気）
枠連票数 計 566797 的中 （6－8） 51249（3番人気）
馬連票数 計2901385 的中 �� 109532（8番人気）
馬単票数 計1441325 的中 �� 34694（10番人気）
ワイド票数 計1224507 的中 �� 35892（10番人気）�� 31761（11番人気）�� 10016（32番人気）
3連複票数 計3753410 的中 ��� 21643（45番人気）
3連単票数 計6662475 的中 ��� 9323（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．4―1：00．5―1：12．5―1：24．5―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
・（2，11）12（3，10）13－（6，9）7－（5，8）－（4，14）－1・（2，11）12（3，10，13）（6，9，7）8－（5，14）－（4，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンリバティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．9 新潟1着

2012．2．29生 牡3鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 10戦2勝 賞金 72，564，000円
〔その他〕 フィールザスマート号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

21108 8月29日 晴 稍重 （27新潟2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30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
1：07．5
1：06．5

良
良

714 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 52
50 △石川裕紀人 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 406＋101：08．6 3．3�

48 オートクレール 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 430＋ 41：08．81� 97．6�
818 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 462－101：08．9	 20．1�
510 ランパスキャット 牡5黒鹿57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 502－ 21：09．0クビ 23．1�
816 スプリングサヴァン 牝4鹿 55 吉田 豊加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 448＋201：09．21 30．9�
713 ベラフォレスタ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 	社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 クビ 16．6

36 ルネッタアスール 牝6鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 468－ 41：09．3クビ 30．5�
23 イーグルアモン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B454＋ 2 〃 クビ 11．9�
24 
 グレンデール 牡4鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 482± 01：09．4	 7．1
59 プルガステル 牡3青鹿54 北村 宏司 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 41：09．61� 3．2�
47 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 西田雄一郎吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 436± 01：09．81� 137．6�
715 シェーネフラウ 牝3黒鹿 52

49 ▲伴 啓太	ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 502＋ 8 〃 アタマ 11．8�
35 スピーディユウマ 牝5青鹿55 石橋 脩竹國美枝子氏 竹内 正洋 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：09．9	 91．6�
817�
 シェードカーテン 牡4黒鹿57 丸山 元気保坂 和孝氏 小笠 倫弘 豪 Mr R An-

derson 462－ 61：10．0クビ 114．0�
611 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿52 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 460＋ 81：10．21� 27．9�
612 ゴッドバローズ 3黒鹿54 内田 博幸猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 404－ 2 〃 ハナ 126．8�
12 ニナフェアリー 牝4鹿 55 松岡 正海 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 450＋ 6 〃 クビ 44．7�
11 バーニングハート 牝5鹿 55 田中 勝春吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 446－ 21：10．41� 141．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，053，600円 複勝： 72，320，100円 枠連： 48，721，500円
馬連： 150，075，900円 馬単： 68，695，300円 ワイド： 74，471，100円
3連複： 190，276，500円 3連単： 275，007，100円 計： 934，621，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 1，320円 � 430円 枠 連（4－7） 5，240円

馬 連 �� 16，630円 馬 単 �� 25，530円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 1，320円 �� 13，860円

3 連 複 ��� 76，720円 3 連 単 ��� 352，880円

票 数

単勝票数 計 550536 的中 � 132877（2番人気）
複勝票数 計 723201 的中 � 175655（1番人気）� 10737（13番人気）� 37380（6番人気）
枠連票数 計 487215 的中 （4－7） 7198（18番人気）
馬連票数 計1500759 的中 �� 6991（47番人気）
馬単票数 計 686953 的中 �� 2018（76番人気）
ワイド票数 計 744711 的中 �� 3203（58番人気）�� 15030（8番人気）�� 1359（91番人気）
3連複票数 計1902765 的中 ��� 1860（193番人気）
3連単票数 計2750071 的中 ��� 565（934番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―11．9―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―46．0―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 1，13，3，8（4，14）6（10，15）（16，18）2，17，9，7（5，11）12 4 ・（1，13）（3，8）（4，14）（10，6）（18，15）16（2，17，9）7，5，11，12

勝馬の
紹 介

サ ザ ナ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．2．20生 牝3鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 5戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 ランパスキャット号の調教師小島茂之は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 グランアラミス号・クリノイザナミ号・シゲルウシュウ号・スズカプリティー号・ラトゥール号



（27新潟2）第9日 8月29日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 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

247，320，000円
7，660，000円
1，920，000円
22，430，000円
70，014，000円
6，717，200円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
422，526，700円
617，892，300円
281，358，300円
1，070，742，300円
557，918，900円
519，610，700円
1，355，415，300円
2，164，606，000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
計 6，990，070，500円

総入場人員 9，812名 （有料入場人員 8，200名）
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