
21109 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10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

815 ハングリーベン 牡2鹿 54
51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 430＋ 41：13．4 8．7�

11 ホワイトファング 牡2芦 54
51 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478＋121：13．72 5．5�
59 ヴ ォ ー ガ 牡2栗 54 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新ひだか グランド牧場 440－ 41：13．91 6．8�
23 シゲルコング 牡2鹿 54 藤岡 佑介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 498＋ 21：14．0� 2．3�
22 ネ コ ビ ッ チ 牡2鹿 54

52 △伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 468＋ 21：14．31� 93．8�
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 492＋ 8 〃 クビ 9．9	
46 コパカバーナ 牝2栗 54 江田 照男
ミルファーム 武市 康男 浦河 室田 千秋 482＋ 61：14．4� 13．7�
58 ユメノカガヤキ 牝2鹿 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 462－ 81：15．25 107．4�
611 シ ロ ク ニ 牡2栗 54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 446＋ 4 〃 ハナ 27．5
713 クリノヒミコ 牝2鹿 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 釧路 横山 宏 454± 01：15．51� 159．1�
34 オレンジポピー 牝2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 オリエント牧場 466－ 21：15．6� 189．0�
47 ゴ ウ ケ ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 石栗 龍彦 日高 藤本ファーム 434＋ 41：16．02� 207．0�
610 ピンクドルフィン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B418－ 21：16．1� 87．7�
712 ボンジュールボーラ 牝2青鹿54 吉田 隼人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 440＋ 4 〃 クビ 17．4�
35 ノ ー ム 牡2栗 54 西田雄一郎
ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 佐藤 陽一 422＋ 21：17．69 197．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，532，300円 複勝： 40，645，200円 枠連： 15，626，800円
馬連： 58，291，400円 馬単： 31，509，400円 ワイド： 32，885，800円
3連複： 80，592，700円 3連単： 108，971，600円 計： 397，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 220円 � 240円 枠 連（1－8） 960円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 790円 �� 840円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 31，430円

票 数

単勝票数 計 285323 的中 � 27735（4番人気）
複勝票数 計 406452 的中 � 41228（4番人気）� 48678（2番人気）� 44110（3番人気）
枠連票数 計 156268 的中 （1－8） 12548（4番人気）
馬連票数 計 582914 的中 �� 21442（7番人気）
馬単票数 計 315094 的中 �� 4962（19番人気）
ワイド票数 計 328858 的中 �� 10641（8番人気）�� 9888（10番人気）�� 13116（7番人気）
3連複票数 計 805927 的中 ��� 12426（20番人気）
3連単票数 計1089716 的中 ��� 2513（112番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．0―13．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．3―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリーベン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2016．7．2 福島11着

2014．4．12生 牡2鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コウゲンレッシャ号・フォルテメンテ号・ラブリーガーデン号
（非抽選馬） 1頭 マヤノブリリアンス号

21110 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・直線）

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
55．4
55．4

良
良

715 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 474－ 6 55．0レコード 27．8�
818 ポ ン ポ ン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 436＋ 6 55．95 2．8�
612 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± 0 〃 ハナ 31．3�
714 クインズアイザ 牝2鹿 54 柴山 雄一亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 410＋ 2 56．43 29．1�
817 シルバーストーン 牡2芦 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 480＋10 〃 ハナ 41．4�
11 パルクリール 牝2黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 2 56．5� 26．6

713 ク ー ロ ゼ 牝2鹿 54 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 424＋ 4 56．81� 344．4�
510 アロハスピリット 牡2芦 54

52 △木幡 初也 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B462＋ 6 〃 ハナ 12．4�
35 タントミール 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 藤本牧場 418± 0 〃 クビ 14．2
59 ソ ー ビ ッ ク 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 408－ 6 56．9� 31．8�
47 ラ ブ パ ン チ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 浦河 村下農場 406－14 〃 ハナ 52．4�
24 ラブパッション 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 390± 0 57．11� 242．2�
12 バルダッキーノ 牡2黒鹿54 吉田 隼人�ミルファーム 高橋 祥泰 日高 小西ファーム 438＋14 57．31� 311．7�
48 スプリングゲイル 牝2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 57．4� 2．2�
36 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 416－ 2 57．6� 67．2�
816 ジ ョ リ ー 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 452－ 2 57．7� 120．1�
23 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 432± 0 58．02 358．3�
611 カンノンリオ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 378＋ 2 58．42� 409．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，544，800円 複勝： 40，612，800円 枠連： 19，967，200円
馬連： 65，692，000円 馬単： 37，913，800円 ワイド： 40，056，200円
3連複： 95，882，700円 3連単： 126，670，800円 計： 462，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 510円 � 140円 � 550円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，690円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 44，420円

票 数

単勝票数 計 355448 的中 � 10818（6番人気）
複勝票数 計 406128 的中 � 16381（6番人気）� 105159（2番人気）� 15094（7番人気）
枠連票数 計 199672 的中 （7－8） 15414（3番人気）
馬連票数 計 656920 的中 �� 21735（6番人気）
馬単票数 計 379138 的中 �� 4023（22番人気）
ワイド票数 計 400562 的中 �� 13480（6番人気）�� 3676（24番人気）�� 10679（7番人気）
3連複票数 計 958827 的中 ��� 9095（19番人気）
3連単票数 計1266708 的中 ��� 2067（120番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．8―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．8―43．1

上り4F43．1－3F33．0
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝2黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 カンノンリオ号は，1着馬がレコード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。

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10日



21111 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10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 4，800，000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

47 アルティジャーノ �3鹿 56
55 ☆石川裕紀人渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 436± 01：55．3 12．4�

59 � エラクレーア 牝3青鹿54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 独 Gestut Wit-
tekindshof 504＋ 81：55．62 1．7�

23 デイジーベル 牝3鹿 54 伊藤 工真 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452± 01：55．81	 35．4�
713 トウカイビヨンド 牡3栗 56 福永 祐一内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 504－ 61：56．22	 11．2�
22 カリスマフォンテン 牝3鹿 54 津村 明秀吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 500＋16 〃 ハナ 70．6�
11 レッドゼルク 牡3栗 56 北村 宏司 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 512＋101：56．3	 6．6

611 テンエイロータス 牡3黒鹿56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 460＋ 41：56．4	 109．0�
610 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± 01：56．61 117．7�
46 クインズカハ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎 	クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新ひだか 松田牧場 B518＋ 41：56．81
 96．7
815 ロ ジ カ ロ ン 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B442± 0 〃 クビ 5．0�
58 モリトフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 498－ 21：57．22	 24．1�
35 ヤマトカジノ 牡3栗 56 江田 照男醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 庄野牧場 488＋ 41：57．3クビ 193．6�
712 アドマイヤテンホウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B468＋ 4 〃 クビ 56．9�
34 シゲルサメイワシ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也森中 蕃氏 松永 康利 浦河 大道牧場 B438± 01：57．51	 180．6�
814 ジ ェ ロ デ ィ 牡3青鹿56 石橋 脩吉田 和美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B518± 01：57．92	 57．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，140，300円 複勝： 83，675，400円 枠連： 16，045，300円
馬連： 56，141，100円 馬単： 37，308，400円 ワイド： 34，677，300円
3連複： 77，007，900円 3連単： 131，766，300円 計： 466，762，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 190円 � 110円 � 560円 枠 連（4－5） 720円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，430円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 50，540円

票 数

単勝票数 計 301403 的中 � 19312（5番人気）
複勝票数 計 836754 的中 � 50110（3番人気）� 560963（1番人気）� 11689（7番人気）
枠連票数 計 160453 的中 （4－5） 17065（4番人気）
馬連票数 計 561411 的中 �� 55423（2番人気）
馬単票数 計 373084 的中 �� 11655（7番人気）
ワイド票数 計 346773 的中 �� 32937（2番人気）�� 2332（26番人気）�� 8768（9番人気）
3連複票数 計 770079 的中 ��� 8492（18番人気）
3連単票数 計1317663 的中 ��� 1890（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―50．8―1：03．4―1：15．7―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルティジャーノ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．2 札幌10着

2013．2．28生 �3鹿 母 ベストマリッジ 母母 ディボーステスティモニー 9戦1勝 賞金 8，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェリーピッカー号
（非抽選馬） 4頭 シゲルムツゴロウ号・ブラックスナイパー号・ミガット号・ライオットストーム号

21112 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：09．2
1：08．7

重
重

35 パーソナルブルー 牡3鹿 56 松田 大作 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 464＋ 21：12．4 52．4�

713 サ ノ コ コ 牝3鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 490＋ 81：12．71� 3．3�
34 マックスゴーゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 青森 荒谷牧場 476－ 41：12．91� 15．8�
23 サ ド ル オ ン 牡3黒鹿56 江田 照男前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B454＋ 41：13．11� 12．1�
47 クラウンホイール 牡3鹿 56 藤岡 佑介矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 498± 01：13．2� 6．6�
59 ストロングハピネス 牡3鹿 56 石橋 脩金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B446＋161：13．3� 24．2	
11 セ イ ザ ン 牝3栗 54 西田雄一郎久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 ハナ 254．0

58 ロトクレドール 牝3栗 54 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 458＋ 21：13．4� 23．8�
712 アルファスバル 牡3黒鹿56 柴田 善臣�貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 452＋ 21：13．5クビ 72．5�
610 ブライトピスケス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 486± 01：13．6� 3．3�

22 ダズリングベリー 牝3鹿 54
52 △伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 日高 槇本牧場 516＋141：13．7� 5．4�
814 アルファジェイド 牝3鹿 54

52 △木幡 初也�貴悦 田村 康仁 新冠 アサヒ牧場 488＋ 21：13．8クビ 31．5�
611 シセイキセキ 牝3青鹿54 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 462＋121：14．22� 168．4�
815 デオグラシアス 牡3芦 56 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B504＋ 81：14．94 316．2�
46 ヤマニンエトフ 牝3栗 54 丸山 元気土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 428± 01：15．22 71．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，369，600円 複勝： 40，311，100円 枠連： 16，391，000円
馬連： 59，535，800円 馬単： 32，065，800円 ワイド： 36，487，000円
3連複： 80，208，600円 3連単： 111，961，600円 計： 406，330，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 1，190円 � 170円 � 370円 枠 連（3－7） 2，460円

馬 連 �� 13，440円 馬 単 �� 33，870円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 9，420円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 40，530円 3 連 単 ��� 438，760円

票 数

単勝票数 計 293696 的中 � 4477（10番人気）
複勝票数 計 403111 的中 � 6979（10番人気）� 78863（2番人気）� 26457（6番人気）
枠連票数 計 163910 的中 （3－7） 5157（12番人気）
馬連票数 計 595358 的中 �� 3433（34番人気）
馬単票数 計 320658 的中 �� 710（81番人気）
ワイド票数 計 364870 的中 �� 2477（33番人気）�� 977（52番人気）�� 7927（13番人気）
3連複票数 計 802086 的中 ��� 1484（93番人気）
3連単票数 計1119616 的中 ��� 185（740番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．8―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーソナルブルー �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．12．12 中山9着

2013．4．30生 牡3鹿 母 ラフレッシュブルー 母母 セイントビクトリア 9戦1勝 賞金 4，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルハマチ号・デルマジロキチ号・プログレスウェイ号



21113 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30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
1：08．7
1：07．8

良
良

818 ダノンハイパワー 牡2黒鹿54 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 502 ―1：11．4 4．0�
510 イパネマビーチ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 39．1�
611 モ ア ナ 牝2青鹿54 藤岡 佑介吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 490 ―1：11．71� 8．1�
47 ショウナンアエラ 牡2黒鹿54 柴山 雄一国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 474 ― 〃 クビ 5．7�
817 コスモメイプル 牡2栗 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 448 ―1：11．8� 124．2	
714 ビクトリーソング 牝2栗 54 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 410 ― 〃 アタマ 19．0

23 ヴィーエンプレス 牝2栗 54 石橋 脩古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 476 ― 〃 アタマ 10．2�
59 トラストティール 牡2黒鹿54 柴田 善臣菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 武田牧場 426 ―1：12．11� 30．0�
24 フェアウエル 牝2栗 54

51 ▲木幡 巧也加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 416 ―1：12．41� 35．2
36 ビオンデッツァ 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人程田 真司氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 442 ― 〃 クビ 16．2�
35 ア ク ト レ ス 牝2栗 54 田辺 裕信井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 458 ―1：12．5� 4．7�
12 グ ラ マ シ ー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 田中 裕之 422 ―1：12．6クビ 60．6�
816 セブンハーバー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478 ― 〃 クビ 28．6�

715 イチネンイチクミ 牡2栗 54
52 △伴 啓太藤本 彰氏 武市 康男 浦河 小島牧場 430 ―1：13．02� 48．7�

48 セトノムーン 牝2鹿 54 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 460 ―1：13．21� 34．1�
11 シャムスヌール 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 442 ― 〃 アタマ 167．1�
612 リネンカイソク 牡2黒鹿54 村田 一誠戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 468 ―1：13．41� 132．8�
713 テイエムボサノバ 牡2芦 54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 466 ―1：13．71� 113．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，836，600円 複勝： 36，816，300円 枠連： 19，117，400円
馬連： 55，421，600円 馬単： 29，190，000円 ワイド： 32，713，200円
3連複： 72，301，500円 3連単： 88，297，900円 計： 364，694，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 870円 � 240円 枠 連（5－8） 3，060円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 13，940円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 620円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 15，960円 3 連 単 ��� 91，840円

票 数

単勝票数 計 308366 的中 � 64607（1番人気）
複勝票数 計 368163 的中 � 68467（2番人気）� 8395（12番人気）� 39726（4番人気）
枠連票数 計 191174 的中 （5－8） 4827（14番人気）
馬連票数 計 554216 的中 �� 4876（27番人気）
馬単票数 計 291900 的中 �� 1570（43番人気）
ワイド票数 計 327132 的中 �� 2742（30番人気）�� 14514（5番人気）�� 2396（36番人気）
3連複票数 計 723015 的中 ��� 3396（46番人気）
3連単票数 計 882979 的中 ��� 697（259番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．4―12．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．7―48．0―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 ・（5，10）18，8，3（2，4）（11，6）17（9，14）（1，16）7－15，12，13 4 ・（5，10，18）8（3，4）（2，6，17）11（9，14）（1，16）7－（15，12）－13

勝馬の
紹 介

ダノンハイパワー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Shamardal 初出走

2014．3．16生 牡2黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21114 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時00分 （芝・左・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

714 ストリートキャップ 牡4芦 57 石橋 脩 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 490＋ 41：46．4 2．0�
816 プレスクアイル 牝4黒鹿55 伊藤 工真吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 81：46．5� 23．8�
35 レッドイグニス 牡3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 8．2�
47 バトルジェジェジェ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 巧也宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 466＋ 2 〃 ハナ 15．9�
36 ウイングチップ 	4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 41：46．6クビ 4．4	
510 シンボリネルソン 牡5黒鹿57 松田 大作シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 440＋141：46．7� 54．3

23 スカーレットデビル 牡4鹿 57 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480＋ 21：46．8
 60．3�
59 コスモツケマ 牝5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 タニグチ牧場 476＋10 〃 クビ 86．3�
713 キュリオスティー 牝5鹿 55 福永 祐一 �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 448＋101：46．9クビ 7．7
48 マイネルスパーブ 牡7鹿 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 41：47．11� 44．5�
611 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 吉田 豊坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 0 〃 ハナ 27．3�
715 カ タ ス ミ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 422－ 21：47．31
 334．5�
11 カズノネネヒメ 牝4鹿 55 柴田 善臣鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 464＋221：47．4
 44．6�
24 プルシアロワイヤル 牝3鹿 52 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 448± 0 〃 アタマ 317．1�
817 スーパーラビット 牡3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 408－ 21：47．5
 146．4�
612� ポップスキャット 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 420－ 61：48．45 155．8�
818 サニーリスペクト 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 丸村村下
ファーム 466－ 21：49．25 111．2�

12 � ル サ リ エ 牝4鹿 55
53 △木幡 初也飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 424－181：49．3� 51．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，568，300円 複勝： 47，056，600円 枠連： 22，123，000円
馬連： 67，856，500円 馬単： 39，001，700円 ワイド： 39，107，800円
3連複： 92，021，000円 3連単： 142，139，100円 計： 479，874，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 450円 � 220円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 860円 �� 310円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 18，120円

票 数

単勝票数 計 305683 的中 � 120603（1番人気）
複勝票数 計 470566 的中 � 205734（1番人気）� 14924（7番人気）� 39138（4番人気）
枠連票数 計 221230 的中 （7－8） 12859（4番人気）
馬連票数 計 678565 的中 �� 23697（7番人気）
馬単票数 計 390017 的中 �� 9236（9番人気）
ワイド票数 計 391078 的中 �� 11194（8番人気）�� 36562（2番人気）�� 2950（26番人気）
3連複票数 計 920210 的中 ��� 14635（11番人気）
3連単票数 計1421391 的中 ��� 5686（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．2―11．9―11．8―11．6―10．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．5―47．7―59．6―1：11．4―1：23．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリートキャップ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 オグリキャップ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．3．9生 牡4芦 母 ミンナノアイドル 母母 グレイスクイン 23戦3勝 賞金 41，877，000円
〔発走状況〕 カズノネネヒメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カズノネネヒメ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイトレンジャーズ号



21115 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

713 スクエアフォールド �3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B456＋ 41：58．7 8．9�
35 ピースマインド 牡3鹿 54 吉田 豊小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 438－ 21：59．01� 6．2�
36 レッドリュンヌ 牝3栗 52

51 ☆石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 61：59．21 59．4�
24 マイネルシュバリエ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 21：59．51� 4．3�
714 コスモヴェッキオ 牡3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 458＋ 61：59．6� 86．8	
48 ラッシュアワー 牡3黒鹿54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 2 〃 クビ 4．0

12 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 52 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 502＋ 61：59．81	 18．5�
816 トーアライジン 牡3芦 54 江田 照男高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 488－12 〃 クビ 5．7�
818 ゴールデンハープ 牝4栗 55 福永 祐一窪田 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 458－ 41：59．9� 7．2
817 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 52 大庭 和弥榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 438＋ 2 〃 クビ 164．0�
11 
 ドルチェレガート �5栗 57

54 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 82：00．43 105．0�
715 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：00．61	 24．5�
612 コスモブランカ 牡3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 450＋ 4 〃 アタマ 198．5�
23 ウインステージ 牝5栗 55

53 △伴 啓太�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 394－ 42：00．7� 149．7�
47 エドノジョンソン �4鹿 57 柴田 善臣遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 472＋102：01．01� 126．5�
611 ファーストオーサー 牡5黒鹿57 武士沢友治石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 480± 02：01．21	 85．9�
510 セイウンタキノボリ 牡3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西山 茂行氏 尾形 和幸 新ひだか 今 牧場 488＋ 2 〃 クビ 82．5�
59 フェルナンド 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ラ・メール 奥村 武 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 02：04．7大差 129．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，428，900円 複勝： 43，063，200円 枠連： 21，366，200円
馬連： 76，248，400円 馬単： 35，082，100円 ワイド： 41，405，700円
3連複： 92，500，300円 3連単： 118，387，300円 計： 458，482，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 250円 � 1，490円 枠 連（3－7） 1，690円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 890円 �� 5，670円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 41，290円 3 連 単 ��� 196，400円

票 数

単勝票数 計 304289 的中 � 27187（6番人気）
複勝票数 計 430632 的中 � 45730（6番人気）� 50849（4番人気）� 6173（10番人気）
枠連票数 計 213662 的中 （3－7） 9748（10番人気）
馬連票数 計 762484 的中 �� 25790（14番人気）
馬単票数 計 350821 的中 �� 4976（29番人気）
ワイド票数 計 414057 的中 �� 12523（13番人気）�� 1836（40番人気）�� 2135（33番人気）
3連複票数 計 925003 的中 ��� 1680（89番人気）
3連単票数 計1183873 的中 ��� 437（420番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．4―11．6―12．2―12．0―11．6―11．8―11．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．1―35．5―47．1―59．3―1：11．3―1：22．9―1：34．7―1：46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スクエアフォールド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．13 東京10着

2013．2．7生 �3鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 10戦2勝 賞金 17，534，000円
〔制裁〕 スクエアフォールド号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェルナンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月28日まで平地競走

に出走できない。

21116 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10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

712 クリプトスコード 牝3栗 52
50 △木幡 初也 �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 498＋161：12．0 32．4�
11 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 482＋ 2 〃 ハナ 1．7�
59 レアファインド 牝3鹿 52

49 ▲木幡 巧也�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 452± 01：12．21 19．4�
23 ロージーサンセット 牝3鹿 52

51 ☆石川裕紀人村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 484＋101：12．41 8．9�
814 フ ラ マ ブ ル 牝3栗 52

50 △伴 啓太 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 422－ 2 〃 ハナ 25．5�

46 トミケンチャダル 牝4鹿 55 藤岡 佑介冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B492＋26 〃 クビ 139．4	
815 ハッピーサークル 牝4黒鹿55 福永 祐一西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 482－ 41：12．72 4．9

611 シャンパンサーベル 牝4黒鹿55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 454＋121：12．8クビ 31．7�
35 ツウローゼズ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 474＋ 41：13．01� 30．6�
610 スプリングガール 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 428＋ 2 〃 クビ 20．5�

713 ラッキーガナドール 牝3青鹿52 吉田 豊上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B494－ 4 〃 ハナ 13．7�

34 ジョリガーニャント 牝3鹿 52
49 ▲菊沢 一樹井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 474＋ 2 〃 ハナ 24．7�

58 センコウノマイヒメ 牝4黒鹿55 松若 風馬ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 510＋261：13．42� 111．9�
22 � ノンブルドール 牝6黒鹿55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480＋141：13．5クビ 253．3�
47 � リルバニヤン 牝6鹿 55 丸山 元気佐久間拓士氏 高橋 文雅 千歳 社台ファーム 450＋ 21：14．35 231．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，502，000円 複勝： 99，521，400円 枠連： 25，751，500円
馬連： 89，533，500円 馬単： 53，603，700円 ワイド： 48，677，000円
3連複： 112，821，800円 3連単： 198，517，800円 計： 666，928，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 510円 � 110円 � 380円 枠 連（1－7） 680円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，050円 �� 640円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 93，570円

票 数

単勝票数 計 385020 的中 � 9483（11番人気）
複勝票数 計 995214 的中 � 17798（9番人気）� 663205（1番人気）� 25589（5番人気）
枠連票数 計 257515 的中 （1－7） 29181（3番人気）
馬連票数 計 895335 的中 �� 40764（6番人気）
馬単票数 計 536037 的中 �� 6547（18番人気）
ワイド票数 計 486770 的中 �� 13593（11番人気）�� 3898（30番人気）�� 20604（4番人気）
3連複票数 計1128218 的中 ��� 9888（28番人気）
3連単票数 計1985178 的中 ��� 1538（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．1―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリプトスコード �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 新潟7着

2013．4．19生 牝3栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 12戦2勝 賞金 19，250，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルマククナ号・ヨイチナデシコ号



21117 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

510 チャンピオンルパン 牡5鹿 57 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 490± 01：33．0 4．4�
23 ピンストライプ 牡4青鹿57 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋ 8 〃 クビ 4．2�
815 タガノカムイ 牡4栗 57 石橋 脩八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 21：33．21� 12．4�
713 チョコレートバイン 牝5鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 22．7�
47 メイショウメイゲツ 牝4鹿 55 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 452± 0 〃 アタマ 15．8�
714 ソールインパクト 牡4芦 57 福永 祐一窪田 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 488＋ 21：33．3クビ 2．9	
36 メイショウチギリ 牡5鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 502＋181：33．51� 12．2

35 パワースラッガー 牡5鹿 57 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484± 01：33．71� 27．9�
816 トモトモリバー 牝3鹿 52 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 466＋ 8 〃 ハナ 34．5�
59 レオフラッパー 牝4栗 55 大野 拓弥レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 468＋ 8 〃 クビ 49．8�
611 スパーブデイ 牡5鹿 57 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 540＋ 21：33．8クビ 63．3�
612 ロードフェリーチェ 牡4鹿 57 田中 勝春 ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 446＋161：34．54 30．1�
48 サトノプレジデント 	7黒鹿57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－ 8 〃 ハナ 30．5�
12 スワンボート 牡6鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 464－ 21：34．92
 330．0�
11 � キングクリチャン 牡7栗 57 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502－ 21：35．11� 111．9�
24 � トーセンスパンキー 牡4栗 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498＋ 61：35．73
 247．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，739，600円 複勝： 61，074，100円 枠連： 29，783，700円
馬連： 133，443，700円 馬単： 57，244，000円 ワイド： 63，958，900円
3連複： 171，670，200円 3連単： 219，986，500円 計： 784，900，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 180円 � 260円 枠 連（2－5） 1，180円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 530円 �� 930円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 17，960円

票 数

単勝票数 計 477396 的中 � 86515（3番人気）
複勝票数 計 610741 的中 � 105394（2番人気）� 92413（3番人気）� 51301（4番人気）
枠連票数 計 297837 的中 （2－5） 19421（5番人気）
馬連票数 計1334437 的中 �� 76266（4番人気）
馬単票数 計 572440 的中 �� 16916（7番人気）
ワイド票数 計 639589 的中 �� 32442（4番人気）�� 17116（10番人気）�� 21616（6番人気）
3連複票数 計1716702 的中 ��� 29929（9番人気）
3連単票数 計2199865 的中 ��� 8877（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．1―11．9―11．3―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．2―47．3―59．2―1：10．5―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャンピオンルパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．5．24 東京3着

2011．5．17生 牡5鹿 母 マイマスタートップ 母母 チェリーコウマン 9戦4勝 賞金 43，769，000円

21118 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

89 ペイシャフェリス 牝5鹿 54 福永 祐一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 454＋ 41：20．4 15．5�
44 ワキノブレイブ 牡6青鹿57 柴田 善臣脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 490－ 21：20．5	 8．2�
66 タガノブルグ 牡5鹿 56 大野 拓弥八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 81：20．71� 6．8�
55 ゴールデンナンバー 牝7栗 55 田辺 裕信池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 21：20．8� 4．7�
22 マイネルホウオウ 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 506－ 41：20．9	 16．1�
77 スマートオリオン 牡6栗 59 吉田 隼人大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 504－ 2 〃 ハナ 13．5	
810 テ ィ ソ ー ナ 牡3黒鹿53 柴山 雄一 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：21．21� 2．3�
33 カ オ ス モ ス 牡6鹿 56 松若 風馬小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 494＋ 81：21．51� 9．9�
78 アミカブルナンバー 牝7鹿 54 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 25．2
11 ヤサカオディール 牝7黒鹿54 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 448－ 41：23．2大差 114．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，352，900円 複勝： 52，335，600円 枠連： 22，267，600円
馬連： 125，890，500円 馬単： 62，202，500円 ワイド： 56，022，600円
3連複： 143，677，200円 3連単： 265，490，500円 計： 776，239，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 430円 � 240円 � 220円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，490円 �� 910円

3 連 複 ��� 11，670円 3 連 単 ��� 80，030円

票 数

単勝票数 計 483529 的中 � 24869（7番人気）
複勝票数 計 523356 的中 � 27431（8番人気）� 60897（4番人気）� 67621（3番人気）
枠連票数 計 222676 的中 （4－8） 20629（4番人気）
馬連票数 計1258905 的中 �� 17175（25番人気）
馬単票数 計 622025 的中 �� 3847（51番人気）
ワイド票数 計 560226 的中 �� 8740（26番人気）�� 9564（20番人気）�� 16254（11番人気）
3連複票数 計1436772 的中 ��� 9232（47番人気）
3連単票数 計2654905 的中 ��� 2405（284番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．3―45．7―57．6―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．8．4 函館2着

2011．3．18生 牝5鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 27戦4勝 賞金 97，481，000円



21119 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第36回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

610 ヴゼットジョリー 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 470＋ 41：34．3 6．5�
712 オーバースペック 牡2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 462＋ 21：34．51� 9．6�
23 イ ブ キ 牡2黒鹿54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 466＋ 4 〃 クビ 5．7�
58 アピールバイオ 牝2鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 442＋ 41：34．6クビ 16．1�
611 キャスパリーグ 牝2鹿 54 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438＋ 61：34．81� 7．9	
815 マイネルパラディ 牡2芦 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 470＋121：34．9� 35．7

59 サンライズソア 牡2青鹿54 石川裕紀人松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504－ 21：35．0	 9．3�
22 モーヴサファイア 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋12 〃 クビ 5．2�
713 クイントゥープル 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 81：35．1クビ 123．9
46 アンジュシャルマン 牝2鹿 54 
島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 19．1�
34 マテラフィールド 牡2栗 54 松若 風馬大野 剛嗣氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 468＋ 41：35．2クビ 16．8�
814 マイネルバールマン 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 492－ 61：35．41	 14．1�
11 チシャーキャット 牝2鹿 54 木幡 初也加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 422－ 21：35．5� 87．7�
47 ウインシトリン 牝2黒鹿54 丸山 元気�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 430± 01：35．6� 32．4�
35 ワールドツアラー 牝2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 402± 01：36．98 148．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 198，193，300円 複勝： 219，346，500円 枠連： 144，609，000円
馬連： 583，177，400円 馬単： 247，812，300円 ワイド： 236，246，500円
3連複： 914，728，300円 3連単： 1，433，241，800円 計： 3，977，355，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 270円 � 210円 枠 連（6－7） 2，250円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 750円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 56，360円

票 数

単勝票数 計1981933 的中 � 252036（3番人気）
複勝票数 計2193465 的中 � 276045（3番人気）� 198952（5番人気）� 278434（2番人気）
枠連票数 計1446090 的中 （6－7） 49790（10番人気）
馬連票数 計5831774 的中 �� 108297（15番人気）
馬単票数 計2478123 的中 �� 23261（35番人気）
ワイド票数 計2362465 的中 �� 46090（13番人気）�� 82488（4番人気）�� 57855（10番人気）
3連複票数 計9147283 的中 ��� 81273（25番人気）
3連単票数 計14332418 的中 ��� 18436（195番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．5―12．2―11．3―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．5―1：00．7―1：12．0―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴゼットジョリー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京1着

2014．2．28生 牝2黒鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 2戦2勝 賞金 38，581，000円
※出走取消馬 ニシノオウカン号（疾病〔右肩跛行〕のため）

21120 8月28日 晴 良 （28新潟2）第10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

22 � 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 478－ 21：12．1 4．0�
713 イ ザ 牡3鹿 54

52 △伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 478－ 61：12．2	 3．9�
610 ラミアカーサ 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋ 41：12．3クビ 10．8�

712
 ステラルーチェ 牡4栗 57 江田 照男池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 482＋ 6 〃 クビ 15．0�
47 マイティジャック 牡3黒鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B456＋ 61：12．4	 47．7�
815 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 472＋ 81：12．5クビ 32．5	
35 
 インスタイル �5鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 6 〃 クビ 14．2

814� ペニーウェディング 牝3鹿 52 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 508－ 21：12．6� 6．2�
46 �
 エーシンザピーク 牡6栗 57 大野 拓弥野谷 美千氏 南田美知雄 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

490＋ 6 〃 ハナ 58．0�
59 ヴィーナスベルト 牝3芦 52

51 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 488＋181：12．7	 7．8
34 �
 オーバーウェルム 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy
Training Centre 456＋ 61：12．9	 92．3�

11 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 松若 風馬海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 492－121：13．22 63．4�
23 グランリゲル 牡3鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 21：13．3クビ 34．0�
611 タイセイアニマート �4黒鹿57 松田 大作田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 2 〃 ハナ 95．1�
58 � シルバージェニー 牝4芦 55 柴田 善臣林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Lake Shore

Farm, LLC 544＋ 41：13．4� 9．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 84，610，400円 複勝： 103，064，400円 枠連： 58，643，100円 馬連： 210，152，500円 馬単： 91，229，500円
ワイド： 110，416，500円 3連複： 285，598，800円 3連単： 438，686，000円 5重勝： 597，979，800円 計： 1，980，381，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 170円 � 270円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 850円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 12，470円

5 重 勝
対象競走：小倉11R／札幌11R／新潟11R／小倉12R／新潟12R

キャリーオーバー なし����� 902，120円

票 数

単勝票数 計 846104 的中 � 166976（2番人気）
複勝票数 計1030644 的中 � 189019（1番人気）� 170990（2番人気）� 80673（5番人気）
枠連票数 計 586431 的中 （2－7） 76561（1番人気）
馬連票数 計2101525 的中 �� 198901（1番人気）
馬単票数 計 912295 的中 �� 41332（2番人気）
ワイド票数 計1104165 的中 �� 89386（1番人気）�� 31909（9番人気）�� 28342（11番人気）
3連複票数 計2855988 的中 ��� 74204（4番人気）
3連単票数 計4386860 的中 ��� 25495（12番人気）
5重勝票数 計5979798 的中 ����� 464

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．6―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―47．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パラダイスガーデン �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Chineur デビュー 2015．1．25 中山8着

2012．4．7生 牝4栗 母 Forbidden Paradise 母母 Villa Nova 15戦2勝 賞金 19，100，000円
〔制裁〕 ラミアカーサ号の騎手藤田菜七子は，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：14番・15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。
（非抽選馬） 3頭 サウンドジャンゴ号・シゲルテングダイ号・ヒメスズラン号

３レース目

５レース目



（28新潟2）第10日 8月28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 188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

238，700，000円
10，160，000円
1，670，000円
26，280，000円
74，217，000円
5，143，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
632，819，000円
867，522，600円
411，691，800円
1，581，384，400円
754，163，200円
772，654，500円
2，219，011，000円
3，384，117，200円
597，979，800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 11，221，343，500円

総入場人員 15，075名 （有料入場人員 12，707名）
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