
21001 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・左）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

611 スッチェッソ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 21：13．4 19．5�

814 ファストシップ 牡2栗 54 宮崎 北斗八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 484＋ 61：13．5� 117．3�
11 ハシルキセキ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 450－ 41：13．92� 1．7�
22 ユウギリジョウ 牝2黒鹿54 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 432± 0 〃 ハナ 14．0�
35 シンボリスーマラン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 474－ 2 〃 クビ 22．8	
713 ワンダフルメモリー 牝2青鹿54 M．デムーロ飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 468± 01：14．0クビ 8．0

712 テルルフォレスト 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 428－ 41：14．53 168．1�
34 アイティプリンセス 牝2黒鹿54 内田 博幸一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 474＋ 21：14．6クビ 4．4�
815 クリノヒミコ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 釧路 横山 宏 454－ 21：14．81� 507．7
610 デュトロノミー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 472＋ 21：15．01� 174．0�
23 サンアンカレッジ 牡2栗 54 二本柳 壮加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 476＋ 41：15．31	 138．9�
58 キョウエイバロック 牡2鹿 54 柴田 善臣田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 462＋121：15．4� 94．1�
59 ボウソウノカゼ 牡2青鹿54 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 456＋ 21：15．61� 127．1�
47 セイプレジール 牡2鹿 54 吉田 豊金田 成基氏 小西 一男 新ひだか へいはた牧場 464－ 21：15．7� 33．8�
46 フ ク ハ ウ チ 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 浩美 426± 01：16．02 74．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，812，900円 複勝： 70，461，200円 枠連： 12，149，700円
馬連： 52，608，100円 馬単： 34，239，600円 ワイド： 34，323，500円
3連複： 74，680，800円 3連単： 111，131，900円 計： 423，407，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 280円 � 1，570円 � 110円 枠 連（6－8） 17，730円

馬 連 �� 60，040円 馬 単 �� 147，580円

ワ イ ド �� 12，470円 �� 490円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 33，350円 3 連 単 ��� 440，270円

票 数

単勝票数 計 338129 的中 � 14697（5番人気）
複勝票数 計 704612 的中 � 31488（5番人気）� 4266（11番人気）� 429764（1番人気）
枠連票数 計 121497 的中 （6－8） 531（26番人気）
馬連票数 計 526081 的中 �� 679（55番人気）
馬単票数 計 342396 的中 �� 174（108番人気）
ワイド票数 計 343235 的中 �� 667（56番人気）�� 20005（4番人気）�� 2462（27番人気）
3連複票数 計 746808 的中 ��� 1679（68番人気）
3連単票数 計1111319 的中 ��� 183（573番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．5―12．7―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．2―46．9―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．2
3 ・（1，2）6（7，11，14）（4，5）3（12，13）－（10，8）15－9 4 ・（1，2）（6，14）11（7，5）（4，3）（12，13）8，10，15＝9

勝馬の
紹 介

スッチェッソ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．7．16 福島4着

2014．3．9生 牝2栗 母 ダンサーズブロンド 母母 ティエッチダンサー 2戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非抽選馬） 2頭 オレイアス号・バスデイプレゼント号

21002 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （芝・左）

牝，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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

510 アズールムーン 牝2栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500＋101：21．2 6．0�
48 シュピールカルテ 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 21：21．51� 6．4�
24 ブライトエピローグ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 436＋ 21：21．6� 1．8�
611 ニシノヒナマツリ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 450－101：22．02� 11．2�
713 ヒハマタノボル 牝2鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 440－ 41：22．1� 25．5	
36 ジェイケイオジョウ 牝2鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 448＋ 21：22．2� 115．0

612 アップルパンチ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 オリエント牧場 418± 0 〃 クビ 186．0�
12 ナムラクロエ 牝2栗 54 内田 博幸奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 424－101：22．41� 17．2�
59 ティーデュエル 牝2鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 412－ 61：22．71� 92．4
815 レジーナフォルテ 牝2黒鹿54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 480± 0 〃 クビ 100．5�
47 ユニルドール 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 中田 英樹 428± 01：23．01� 248．4�
11 コパカバーナ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 浦河 室田 千秋 476－ 21：23．31� 53．3�
817 シャンパンゴールド 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 434－ 21：23．51� 436．7�
816 ウ ー マ ッ ハ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 458＋ 41：23．6� 65．4�
35 パシオンシャンス 牝2栗 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 438± 01：23．7� 25．3�
23 キチロクエンパイア 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 458－ 21：23．8� 602．8�
714 ロマングレース 牝2芦 54

51 ▲木幡 巧也菅 實氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 422－ 41：24．11� 265．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 33，765，000円 複勝： 48，185，700円 枠連： 13，440，200円
馬連： 50，370，100円 馬単： 31，584，200円 ワイド： 31，757，800円
3連複： 69，978，900円 3連単： 100，904，200円 計： 379，986，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 1，280円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 420円 �� 210円 �� 240円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 337650 的中 � 47309（2番人気）
複勝票数 計 481857 的中 � 66942（3番人気）� 76908（2番人気）� 174517（1番人気）
枠連票数 計 134402 的中 （4－5） 8106（5番人気）
馬連票数 計 503701 的中 �� 24997（5番人気）
馬単票数 計 315842 的中 �� 6950（11番人気）
ワイド票数 計 317578 的中 �� 16807（4番人気）�� 42613（1番人気）�� 34259（2番人気）
3連複票数 計 699789 的中 ��� 67705（1番人気）
3連単票数 計1009042 的中 ��� 8272（15番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．7―11．8―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．3―33．3―45．0―56．8―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズールムーン �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Spanish Steps デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．4．2生 牝2栗 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 2戦1勝 賞金 6，800，000円

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１日



21003 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

710 サトノティターン 牡3黒鹿56 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 556 ―1：54．8 8．6�
68 ア オ テ ン 牡3鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 B476＋ 21：54．9� 2．5�
67 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 492－101：55．11� 3．4�
811 ディゼトワール 牡3鹿 56 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 41：55．41� 5．0�
56 ダノンアイドル 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 41：55．93 8．1�
33 マイウェイレコード 牡3黒鹿56 丸田 恭介塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 488＋ 21：56．0クビ 41．6	
22 キョウエイパワー 牡3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 クビ 113．3

44 シルバーライン 牡3芦 56 吉井 友彦大野 裕氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 506－ 81：57．9大差 481．7�

（笠松）

11 ティアップストーム 牡3栗 56 大野 拓弥田中 昇氏 新開 幸一 浦河 高昭牧場 460－ 41：58．32� 140．9�
55 オーネットハッピー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太醍醐 伸之氏 星野 忍 浦河 谷川牧場 482＋ 61：58．72� 176．4
79 ネオスピード 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 478－ 21：59．01� 37．8�
812 タネホカホカ 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか キヨタケ牧場 B470＋122：00．8大差 19．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，848，400円 複勝： 31，752，700円 枠連： 12，345，600円
馬連： 43，876，300円 馬単： 26，310，600円 ワイド： 24，432，000円
3連複： 56，869，300円 3連単： 95，077，200円 計： 314，512，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 120円 � 120円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 570円 �� 610円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 11，170円

票 数

単勝票数 計 238484 的中 � 21991（5番人気）
複勝票数 計 317527 的中 � 25038（5番人気）� 87084（1番人気）� 72377（2番人気）
枠連票数 計 123456 的中 （6－7） 13617（4番人気）
馬連票数 計 438763 的中 �� 21556（6番人気）
馬単票数 計 263106 的中 �� 5233（16番人気）
ワイド票数 計 244320 的中 �� 9444（7番人気）�� 8818（8番人気）�� 42919（1番人気）
3連複票数 計 568693 的中 ��� 30099（3番人気）
3連単票数 計 950772 的中 ��� 6171（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―13．5―13．4―12．6―13．0―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―50．2―1：03．6―1：16．2―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2013．5．5生 牡3黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 1戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タネホカホカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月30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。

21004 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

612 アポロオスカー 牝3鹿 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 436－ 21：46．1 2．6�
817 ダンスパープル 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋121：46．2� 15．7�
715 ヘラルドスクエア 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 400－ 41：46．41 30．1�
11 ゴールドエフォート 牝3栗 54 丸山 元気 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋12 〃 ハナ 20．0�
818 フィールザオーロラ 牝3黒鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 446＋ 6 〃 クビ 4．5	
24 クラウングレイス 牝3鹿 54 蛯名 正義矢野 恭裕氏 高木 登 新冠 大栄牧場 482－ 61：46．5� 16．7

713 スターズレディ 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース栗田 徹 安平 追分ファーム 454＋10 〃 クビ 16．5�
510 コスモレティクルム 牝3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± 0 〃 ハナ 13．7�
816 ブリリアントタイム 牝3鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 434＋ 61：46．6� 25．7
36 ニシノケイト 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 81：46．7� 6．5�

12 アンジェリカス 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 50．4�
35 レッドヴァローレ 牝3栗 54 石橋 脩 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448－ 41：46．8� 153．7�
47 ダノンミラクル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：47．11� 137．4�
48 デイジーベル 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452－ 81：47．42 58．5�
714 フォルテミニョン 牝3鹿 54 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 448＋ 41：47．61� 86．6�
23 ユ キ ハ ナ 牝3芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482＋ 81：47．7クビ 16．3�
59 フジコハルビヨリ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 432－ 51：48．12� 429．1�
611 デ ネ ブ 牝3青鹿54 吉井 友彦山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 木村 秀則 522＋101：48．73� 576．8�

（笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，359，200円 複勝： 47，544，000円 枠連： 19，643，300円
馬連： 60，269，300円 馬単： 32，091，800円 ワイド： 39，214，800円
3連複： 82，775，900円 3連単： 102，010，300円 計： 413，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 330円 � 850円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，110円 �� 14，520円

3 連 複 ��� 36，970円 3 連 単 ��� 132，770円

票 数

単勝票数 計 303592 的中 � 90793（1番人気）
複勝票数 計 475440 的中 � 119221（1番人気）� 32611（5番人気）� 10805（12番人気）
枠連票数 計 196433 的中 （6－8） 39699（1番人気）
馬連票数 計 602693 的中 �� 18227（7番人気）
馬単票数 計 320918 的中 �� 7690（7番人気）
ワイド票数 計 392148 的中 �� 9876（8番人気）�� 4787（23番人気）�� 674（88番人気）
3連複票数 計 827759 的中 ��� 1679（108番人気）
3連単票数 計1020103 的中 ��� 557（402番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．9―46．9―58．9―1：10．7―1：22．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロオスカー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．8．22 新潟4着

2013．4．19生 牝3鹿 母 ペ リ ー ヌ 母母 ケ イ シ ー 13戦1勝 賞金 16，100，000円
※レッドヴァローレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



21005 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

12 コウソクストレート 牡2鹿 54 戸崎 圭太野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 482 ―1：22．4 2．7�
47 サクラサクコロ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 422 ―1：22．71� 124．2�
48 マイネルベレーロ 牡2栗 54 柴田 大知 �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 478 ―1：22．91� 21．7�
612 リトルレグルス 牡2鹿 54 蛯名 正義藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484 ― 〃 アタマ 3．9�
59 ポ ッ ド ガ ビ 牝2鹿 54 M．デムーロ小川眞査雄氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：23．21� 6．5�
35 オ ー ル イ ン 牡2鹿 54 大野 拓弥菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 442 ―1：23．3� 25．2	
510 コスモクウェンチ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 
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 462 ―1：23．4� 36．8�
714 セイウンカイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 谷藤 弘美 470 ―1：23．5� 37．8�
36 ノアスパーク 牝2鹿 54 津村 明秀佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 422 ― 〃 クビ 22．4
817 ジ ョ イ フ ル 牡2鹿 54 柴田 善臣 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 492 ―1：23．6� 16．0�
713 タカラキングダム 牡2鹿 54 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 456 ―1：23．7� 108．6�
611 ヴァニラエッセンス 牝2鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 400 ―1：24．12� 118．4�
715 ファンシーアモン 牝2鹿 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 476 ―1：24．84 27．9�
24 ハッピーカンパニー 牝2栗 54 岩部 純二
ミルファーム 萱野 浩二 日高 滝本 健二 478 ―1：25．01� 353．4�
11 プライマルフェア 牡2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520 ―1：25．32 14．5�
23 ジャックマニー 牝2鹿 54

52 △伴 啓太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 420 ― 〃 アタマ 289．4�
816 ソウルドラキュラ 牡2栗 54 石橋 脩 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 420 ―1：25．93� 91．8�
818 クモノカヨイジ 牡2栗 54 横山 和生江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 428 ― （競走中止） 32．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，768，700円 複勝： 36，914，000円 枠連： 18，648，400円
馬連： 48，944，200円 馬単： 28，995，900円 ワイド： 30，458，400円
3連複： 64，878，400円 3連単： 85，352，500円 計： 348，960，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，680円 � 520円 枠 連（1－4） 2，630円

馬 連 �� 14，370円 馬 単 �� 26，230円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 1，190円 �� 11，950円

3 連 複 ��� 75，550円 3 連 単 ��� 418，110円

票 数

単勝票数 計 347687 的中 � 104174（1番人気）
複勝票数 計 369140 的中 � 95271（1番人気）� 4234（14番人気）� 15191（7番人気）
枠連票数 計 186484 的中 （1－4） 5478（13番人気）
馬連票数 計 489442 的中 �� 2638（42番人気）
馬単票数 計 289959 的中 �� 829（70番人気）
ワイド票数 計 304584 的中 �� 1830（45番人気）�� 6824（8番人気）�� 642（84番人気）
3連複票数 計 648784 的中 ��� 644（177番人気）
3連単票数 計 853525 的中 ��� 148（973番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウソクストレート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2014．2．27生 牡2鹿 母 メジロアリス 母母 メジロシルビア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 クモノカヨイジ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 クリップスプリンガ号・ヒッシノパッチ号

21006 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

812 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 56 内田 博幸桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 462＋ 21：54．7 2．8�
813 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 444＋ 61：54．91� 2．4�
56 イデアオブダンディ 牡3栗 56 蛯名 正義益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 452－ 61：55．53� 15．3�
11 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 482－ 41：55．6� 16．8�
22 エンパイアステート 	3鹿 56 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ―1：55．92 46．4�
711 グ ッ デ ィ ー 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新冠 森永 聡 460－ 81：56．11� 39．0	

44 スガノランバダ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 巧也菅原 光博氏 田村 康仁 日高 若林 武雄 444± 01：56．31� 8．6


710 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B468－ 21：56．4� 132．4�
33 デンコウイッセン 牡3鹿 56 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 21：57．25 18．8�
57 キャバリアキング 牡3栗 56

54 △伴 啓太村木 隆氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：57．62� 94．1
45 セラグリーン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子斎藤 光政氏 根本 康広 新冠 競優牧場 450＋ 21：58．02� 53．3�
68 レ ク エ ル ド 牝3鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 442－101：58．21 19．6�
69 ミュゼウェルズ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか チャンピオンズファーム 426－161：58．52 19．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，681，300円 複勝： 29，388，300円 枠連： 16，191，700円
馬連： 47，743，200円 馬単： 28，104，100円 ワイド： 28，390，700円
3連複： 63，312，900円 3連単： 93，805，700円 計： 331，617，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 120円 � 250円 枠 連（8－8） 310円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 630円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 246813 的中 � 69896（2番人気）
複勝票数 計 293883 的中 � 65865（2番人気）� 82490（1番人気）� 19631（6番人気）
枠連票数 計 161917 的中 （8－8） 39381（1番人気）
馬連票数 計 477432 的中 �� 128567（1番人気）
馬単票数 計 281041 的中 �� 35989（2番人気）
ワイド票数 計 283907 的中 �� 59707（1番人気）�� 9522（9番人気）�� 11029（5番人気）
3連複票数 計 633129 的中 ��� 44772（3番人気）
3連単票数 計 938057 的中 ��� 16415（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．3―14．1―12．4―12．1―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．0―52．1―1：04．5―1：16．6―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ コ エ ル フ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．12．19 中山4着

2013．5．5生 牡3鹿 母 ビ バ エ ル フ 母母 エ ル フ ィ ン 10戦1勝 賞金 11，050，000円



21007 7月30日 小雨 良 （28新潟2）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 プラトリーナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 394－101：34．6 4．2�
59 スワンナプーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 464＋ 61：34．7� 13．8�
612 ジ ュ リ ア ス 牡3黒鹿56 江田 照男池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 460＋ 21：34．8クビ 296．2�
714 アフェクテューズ 牡3青鹿56 内田 博幸落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B480－ 61：34．9� 18．8�
24 オールドラゴン 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也宮田 守氏 黒岩 陽一 新冠 新冠伊藤牧場 426± 0 〃 ハナ 12．6�
11 ワンショットキラー 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 ハナ 11．2	
36 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿56 丸山 元気坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 436＋121：35．0クビ 3．9

818 エレクトロポップ 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 アタマ 3．3�
35 ウインフィロソフィ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 2 〃 クビ 208．6
12 ノンシュガー 牡3芦 56 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋101：35．1� 28．0�
713 ニシノソレイユ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 444－ 21：35．31	 113．4�
715 ウエスタンボルト 
3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 448－ 21：35．4� 191．2�
817� ア イ ヴ ァ ン 牡3栗 54 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd &
Planette Thoroughbred, Bel-
ford Productio

538 ―1：35．61	 14．1�
510 ベルクオーレ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 436－ 21：35．91� 42．6�
47 キュートガール 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 412＋ 41：36．0� 216．6�
48 ウ ェ ア レ イ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 458－ 41：36．42� 240．0�
816 デージーホイデン 牝3栗 54 武士沢友治桑畑 �信氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 466－121：36．5� 274．9�
611 ヤマニンスワンキー 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 522＋ 81：36．6クビ 161．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，440，300円 複勝： 46，791，600円 枠連： 19，156，400円
馬連： 63，204，600円 馬単： 33，583，100円 ワイド： 38，167，300円
3連複： 83，835，100円 3連単： 109，436，200円 計： 426，614，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 460円 � 6，510円 枠 連（2－5） 1，640円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 16，380円 �� 35，590円

3 連 複 ��� 198，340円 3 連 単 ��� 672，380円

票 数

単勝票数 計 324403 的中 � 61755（3番人気）
複勝票数 計 467916 的中 � 73355（3番人気）� 25301（6番人気）� 1524（18番人気）
枠連票数 計 191564 的中 （2－5） 8999（7番人気）
馬連票数 計 632046 的中 �� 16311（13番人気）
馬単票数 計 335831 的中 �� 5177（16番人気）
ワイド票数 計 381673 的中 �� 9560（12番人気）�� 588（72番人気）�� 270（106番人気）
3連複票数 計 838351 的中 ��� 317（247番人気）
3連単票数 計1094362 的中 ��� 118（1007番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．6―11．9―12．2―11．7―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．4―47．3―59．5―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラトリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Freud デビュー 2015．11．15 東京5着

2013．2．1生 牝3鹿 母 フラニーフロイド 母母 Frankly Fran 5戦1勝 賞金 8，250，000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。
（非抽選馬） 2頭 スーリーズ号・ブラックハウス号

21008 7月30日 曇 良 （28新潟2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ボンボンキャスト 牝4黒鹿55 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 502＋ 81：11．2 3．7�
47 リンガスウーノ 牝3栗 52 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 480－ 4 〃 ハナ 4．5�
35 ハッピーサークル 牝4黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 486＋101：11．62� 19．3�
34 チュラカーギー 牝3栗 52

51 ☆石川裕紀人瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：11．81� 6．4�
611 モンサンビアンカ 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 458＋ 61：11．9� 48．6�
610 レアドロップ 牝3芦 52

49 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458＋121：12．22 4．0	
712 コンコルダンス 牝4芦 55 宮崎 北斗 
サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 アタマ 197．7�
11 ナナイロボタン 牝4栗 55 石橋 脩 
社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 26．0�
23 ヨイチナデシコ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 494＋ 41：12．51� 24．7
815	 デザイアドライブ 牝5黒鹿55 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 456－ 61：12．71� 208．7�
713 ソロダンサー 牝3鹿 52 内田 博幸�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 470＋ 61：12．8� 23．4�
59 	 プ ラ セ ン タ 牝4青鹿55 岩部 純二
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 466＋141：12．9クビ 511．4�
22 キースカーフ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 438－ 6 〃 クビ 137．1�
814 レディーピンク 牝6鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 448－151：13．85 54．9�
58 ノボホウセイ 牝3栗 52 M．デムーロ�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 492＋ 41：14．54 7．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，077，700円 複勝： 54，382，100円 枠連： 21，082，500円
馬連： 79，202，500円 馬単： 37，582，400円 ワイド： 44，904，700円
3連複： 97，654，100円 3連単： 131，144，500円 計： 503，030，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 170円 � 460円 枠 連（4－4） 920円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，040円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 370777 的中 � 78733（1番人気）
複勝票数 計 543821 的中 � 113666（1番人気）� 88140（3番人気）� 22210（7番人気）
枠連票数 計 210825 的中 （4－4） 17738（4番人気）
馬連票数 計 792025 的中 �� 69825（2番人気）
馬単票数 計 375824 的中 �� 16216（4番人気）
ワイド票数 計 449047 的中 �� 38008（2番人気）�� 10487（10番人気）�� 8297（15番人気）
3連複票数 計 976541 的中 ��� 16243（11番人気）
3連単票数 計1311445 的中 ��� 5171（45番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．4―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボンキャスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．4．2生 牝4黒鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 13戦3勝 賞金 32，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビバラビダ号



21009 7月30日 曇 良 （28新潟2）第1日 第9競走 ��
��1，000�

せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時35分 （芝・直線）
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

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 アースエンジェル 牝4青鹿55 M．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 440＋ 2 54．8 3．1�

59 ワラッチャオ 牝4青鹿55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 478＋ 4 54．9� 18．4�
612 パンプルムース 牝4黒鹿55 蛯名 正義落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 506＋10 55．11 15．2�
24 	 ピュアリーソリッド 牝4鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 454＋ 6 55．31
 11．1�
510 スペチアーレ 牝4鹿 55 石川裕紀人青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 468＋14 〃 クビ 13．0�
47 ミキノドラマー 牡3鹿 54 大野 拓弥谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 476＋ 4 55．4� 6．9	
816 キーウエスト 牝3鹿 52 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 442± 0 55．72 10．0

818 ブロンディジェニー 牝4栗 55 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 434＋ 4 55．8クビ 13．6�
817 ソアリングホーク 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498＋ 4 〃 アタマ 6．3�
715 メランコリア 牝4栗 55 嘉藤 貴行ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 474± 0 56．01� 38．1�
714� クリノチョモラーリ 牝6栗 55 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 486＋ 2 56．1クビ 304．1�
611� ラブミーリバティー 牝3黒鹿52 丸野 勝虎小林 祥晃氏 川西 毅 新ひだか へいはた牧場 B494－ 6 〃 クビ 120．8�

（愛知） （愛知）

11 � シンボリマティス 牡4鹿 57 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 482－ 2 56．2� 118．7�
36 トラストレイカ 牝4鹿 55 田中 勝春菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 438＋10 56．3クビ 87．5�
713 テセラレフィナード 牝4鹿 55 木幡 巧也木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 454＋ 4 〃 同着 39．3�
35 コウユーココロザシ 牝4鹿 55 村田 一誠加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 506－ 4 〃 アタマ 19．5�
23 サンクタリリアス 牝4芦 55 江田 照男ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 480＋10 56．4� 26．3�
12 � リックカグラ 牡3栗 54 吉井 友彦山邉 浩氏 森山 英雄 新ひだか 荒木 貴宏 464－ 6 58．4大差 564．1�

（笠松） （笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，758，400円 複勝： 55，875，400円 枠連： 40，671，400円
馬連： 122，454，800円 馬単： 51，129，000円 ワイド： 60，678，400円
3連複： 171，461，900円 3連単： 213，122，500円 計： 756，151，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 470円 � 440円 枠 連（4－5） 1，110円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，510円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 66，770円

票 数

単勝票数 計 407584 的中 � 103309（1番人気）
複勝票数 計 558754 的中 � 118516（1番人気）� 26087（10番人気）� 28126（9番人気）
枠連票数 計 406714 的中 （4－5） 28224（3番人気）
馬連票数 計1224548 的中 �� 30182（10番人気）
馬単票数 計 511290 的中 �� 8071（11番人気）
ワイド票数 計 606784 的中 �� 14182（9番人気）�� 10382（14番人気）�� 4651（46番人気）
3連複票数 計1714619 的中 ��� 8574（50番人気）
3連単票数 計2131225 的中 ��� 2314（205番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―10．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―33．0―43．3

上り4F42．8－3F32．6
勝馬の
紹 介

アースエンジェル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 High Yield デビュー 2015．5．16 新潟2着

2012．5．5生 牝4青鹿 母 スズカエンジェル 母母 イルグンスエンジェル 7戦3勝 賞金 28，454，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リックカグラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月30日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウエスタンユーノー号・グリーンバシリスク号・スミレタンポポ号
※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。

21010 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ふ る ま ち

古 町 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

68 アストラエンブレム 牡3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 454－ 21：33．6 2．8�
22 サトノキングダム 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466＋ 41：33．81� 2．4�
33 ノ ガ ロ 牡3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：33．9	 7．2�
44 レインボーフラッグ 牡3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 ハナ 15．5�
811 プレミオテーラー 牝4黒鹿55 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 476－ 41：34．11� 11．7	
11 サトノアッシュ 牡4鹿 57 石橋 脩里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484＋ 41：34．2
 10．7

79 チャンピオンルパン 牡5鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 490＋ 8 〃 クビ 23．8�
67 サーストンコラルド 牡5鹿 57 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 61：34．3
 122．4�
812 スパーブデイ 牡5鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 538＋14 〃 アタマ 368．3
56 ワキノヒビキ 牡4鹿 57 柴田 善臣脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 504－ 6 〃 クビ 81．4�
55 � レインボーラヴラヴ 牝5青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 460＋ 41：34．51� 19．5�
710 メイショウオオゼキ �6鹿 57 木幡 巧也松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484－ 4 〃 ハナ 378．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，218，300円 複勝： 74，166，300円 枠連： 22，360，200円
馬連： 136，378，800円 馬単： 68，192，100円 ワイド： 67，677，900円
3連複： 169，446，900円 3連単： 301，957，700円 計： 896，398，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（2－6） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 170円 �� 360円 �� 320円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 562183 的中 � 157670（2番人気）
複勝票数 計 741663 的中 � 180887（2番人気）� 182707（1番人気）� 94100（3番人気）
枠連票数 計 223602 的中 （2－6） 53904（1番人気）
馬連票数 計1363788 的中 �� 332803（1番人気）
馬単票数 計 681921 的中 �� 81571（1番人気）
ワイド票数 計 676779 的中 �� 124611（1番人気）�� 41569（3番人気）�� 47652（2番人気）
3連複票数 計1694469 的中 ��� 188984（1番人気）
3連単票数 計3019577 的中 ��� 96628（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．5―12．6―12．3―11．0―10．4―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．2―48．8―1：01．1―1：12．1―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F32．5
3 12，8（5，11）3，4（1，9）（2，6）7，10 4 12（5，8）（3，11）（1，4）9（7，2，6）10

勝馬の
紹 介

アストラエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．4．6生 牡3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 7戦3勝 賞金 54，128，000円



21011 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1日 第11競走 ��
��2，000�

さ ど

佐渡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．8．1以降28．7．24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

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 217，000円 62，000円 31，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

810� エーシンマックス 牡6栗 54 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud 504＋ 21：59．1 12．9�

44 ナスノセイカン 牡4鹿 55 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 472＋ 81：59．31 3．1�

33 マローブルー 牝5鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 472＋201：59．51� 3．6�

77 シルクドリーマー 牡7鹿 54 柴田 大知 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 468－18 〃 クビ 47．7	
89 カレンリスベット 牝5黒鹿53 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 41：59．6	 5．6

66 シャドウウィザード 
6黒鹿55 石川裕紀人飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 478＋ 22：00．02� 5．6�
11 � カンタベリーナイト 牡7鹿 51 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B502＋ 42：00．63� 156．8�
22 ディスキーダンス 牡5栗 55 M．デムーロ �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 462－ 62：00．7� 6．0
78 メジャープレゼンス 
6栗 53 吉田 豊 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 516－ 82：00．91� 50．2�
55 ロジメジャー 牡7黒鹿54 江田 照男久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490－122：01．21	 68．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 78，275，000円 複勝： 94，547，800円 枠連： 38，460，600円
馬連： 211，754，900円 馬単： 102，257，900円 ワイド： 90，184，000円
3連複： 251，285，400円 3連単： 510，767，300円 計： 1，377，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 240円 � 140円 � 160円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 690円 �� 690円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 19，560円

票 数

単勝票数 計 782750 的中 � 48350（6番人気）
複勝票数 計 945478 的中 � 79380（6番人気）� 205733（1番人気）� 158258（3番人気）
枠連票数 計 384606 的中 （4－8） 46866（2番人気）
馬連票数 計2117549 的中 �� 81113（10番人気）
馬単票数 計1022579 的中 �� 14004（26番人気）
ワイド票数 計 901840 的中 �� 31164（12番人気）�� 31098（13番人気）�� 93857（1番人気）
3連複票数 計2512854 的中 ��� 100080（8番人気）
3連単票数 計5107673 的中 ��� 18930（80番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．6―11．9―12．7―12．4―12．1―11．7―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．0―35．6―47．5―1：00．2―1：12．6―1：24．7―1：36．4―1：47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマックス �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．9．9 阪神3着

2010．2．14生 牡6栗 母 Midnight Angel 母母 Midnight Fever 25戦5勝 賞金 77，300，000円

21012 7月30日 晴 良 （28新潟2）第1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

712 ストロングトリトン �4鹿 57
54 ▲木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468－101：10．9 2．9�

610	 パラダイスガーデン 牝4栗 55
52 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC B480＋ 41：11．75 14．1�
34 ピュアノアール 牝4鹿 55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 446± 01：11．8
 4．6�
611 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 488＋121：12．33 22．4�
35 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 484＋ 2 〃 ハナ 9．9�
713 フ ォ ル ス 牡3鹿 54 丸田 恭介 	ウエスタンファーム 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 494＋ 4 〃 クビ 6．4

814 サンマルバロン �4栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 462＋101：12．61� 108．7�
58 ナンヨーアイリッド 牡4栗 57 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 478－ 8 〃 ハナ 18．1�
23 ダイメイリシャール 牡5栗 57

55 △伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 486－161：12．7� 59．0
47 	 ティールグリーン 牝3栗 52

51 ☆石川裕紀人吉田 和美氏 加藤 征弘 米 RFHF
Mares Rule 492＋ 2 〃 クビ 8．4�

59 � マルターズレーン 牡4鹿 57
54 ▲菊沢 一樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 482－121：12．91 182．7�

46 テ イ ア 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 412－ 2 〃 クビ 212．8�
11 � セイウンエオリア 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎成田 隆好氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 496＋ 41：13．11
 203．0�
815 パミーナコラッジョ 牝3鹿 52 吉田 豊桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 500＋ 61：13．2クビ 20．0�
22 ディスティニーガイ 牡4鹿 57 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 484± 01：13．73 16．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，792，300円 複勝： 80，498，800円 枠連： 43，622，700円
馬連： 152，429，300円 馬単： 66，499，400円 ワイド： 81，951，900円
3連複： 198，297，200円 3連単： 297，630，600円 計： 985，722，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 390円 � 180円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 320円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 17，020円

票 数

単勝票数 計 647923 的中 � 175276（1番人気）
複勝票数 計 804988 的中 � 167201（1番人気）� 40159（8番人気）� 119112（2番人気）
枠連票数 計 436227 的中 （6－7） 32036（4番人気）
馬連票数 計1524293 的中 �� 57272（5番人気）
馬単票数 計 664994 的中 �� 15142（9番人気）
ワイド票数 計 819519 的中 �� 27196（7番人気）�� 74337（1番人気）�� 15049（17番人気）
3連複票数 計1982972 的中 ��� 44630（6番人気）
3連単票数 計2976306 的中 ��� 12671（34番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 4（10，13）12，5，2，15（9，7）11（3，14）8－6，1 4 4（13，12）10－5，2，9（11，15，7）（3，14）8－6，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングトリトン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．9．14 新潟1着

2012．2．3生 �4鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ 11戦3勝 賞金 29，900，000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） 1頭 トウショウスレッジ号
（非抽選馬） 6頭 アルタモーダ号・キョウエイスコール号・シルバージェニー号・タイセイプレシャス号・ブラックジョー号・

ラミアカーサ号



（28新潟2）第1日 7月30日（土曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

180，570，000円
2，530，000円
10，600，000円
1，290，000円
18，440，000円
69，694，750円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
490，797，500円
670，507，900円
277，772，700円
1，069，236，100円
540，570，100円
572，141，400円
1，384，476，800円
2，152，340，600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 7，157，843，100円

総入場人員 10，095名 （有料入場人員 8，270名）
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