
21073 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7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）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ハートオブスワロー 牝2黒鹿 54
52 △木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420－ 21：34．7 41．4�

611 パ フ ォ ー ム 牝2鹿 54
51 ▲木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 2 〃 クビ 5．1�

714 ドラゴンランス 牝2栗 54 M．デムーロ子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 472＋ 61：35．23 23．4�
24 ルックアットミー 牝2鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444＋ 21：35．3� 12．9�
48 キューティロンプ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 456± 0 〃 クビ 7．3�
23 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 442＋ 21：35．51� 4．7

59 コスモエアターン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 61：35．71� 267．6�
713 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± 01：36．01� 181．5�
12 ミ ス パ イ ロ 牝2黒鹿54 石橋 脩村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 448± 01：36．1� 48．3
510 コスモメソッド 牝2鹿 54

52 △伴 啓太 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 81：36．2� 212．0�
816 ニシノヒスイ 牝2青 54 村田 一誠西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 476± 01：36．62� 37．7�
35 イタリアンホワイト 牝2芦 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－261：36．7� 16．7�

818 ブライトエピローグ 牝2栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 3．6�
715 ヴァニラエッセンス 牝2鹿 54 丸田 恭介 	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 392－ 81：36．8� 302．4�
47 ニシノヒナマツリ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 450± 01：37．01� 18．4�
612 プレシャスジュエル 牝2鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 448－ 41：37．31� 24．7�
11 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 456－ 21：37．72� 340．7�
817 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± 01：38．12� 459．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，378，300円 複勝： 40，879，200円 枠連： 15，320，300円
馬連： 52，971，200円 馬単： 25，445，300円 ワイド： 33，095，500円
3連複： 72，687，700円 3連単： 81，400，900円 計： 346，178，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，140円 複 勝 � 1，130円 � 210円 � 800円 枠 連（3－6） 2，860円

馬 連 �� 11，780円 馬 単 �� 26，350円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 12，750円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 85，180円 3 連 単 ��� 479，800円

票 数

単勝票数 計 243783 的中 � 4989（11番人気）
複勝票数 計 408792 的中 � 8197（11番人気）� 63490（3番人気）� 12019（9番人気）
枠連票数 計 153203 的中 （3－6） 4142（11番人気）
馬連票数 計 529712 的中 �� 3484（35番人気）
馬単票数 計 254453 的中 �� 724（75番人気）
ワイド票数 計 330955 的中 �� 2398（36番人気）�� 660（69番人気）�� 3939（23番人気）
3連複票数 計 726877 的中 ��� 640（162番人気）
3連単票数 計 814009 的中 ��� 123（958番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．8―34．4―47．1―59．6―1：11．8―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハートオブスワロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．6．19 東京5着

2014．4．15生 牝2黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 2戦1勝 賞金 5，700，000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。
（非当選馬） 2頭 オレンジポピー号・ルリカラクサ号
（非抽選馬） 1頭 ファームフェイス号

21074 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7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）
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

34 ロマンコスモ �3栗 56 内田 博幸菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 506± 01：12．5 8．8�
611� リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B472＋ 61：12．82 1．7�
713 ミラクルバイオ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 474－ 21：12．9クビ 7．8�
59 � ボスキャットグレイ 牡3芦 56 M．デムーロ林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 468－ 21：13．32	 15．3�
815 ワンダフルボーラー 牡3鹿 56 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 502－ 21：13．72	 6．8�
11 オロフィナアスール 牝3黒鹿54 丸田 恭介�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 450＋ 21：13．8クビ 114．1	
22 ルクナバード 牡3鹿 56

54 △伴 啓太
日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 446＋ 21：13．9	 49．6�
610 トウショウジルバ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也トウショウ産業� 池上 昌和 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－ 2 〃 クビ 186．1�
814 キングチャールズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信鈴木 剛史氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 482－ 2 〃 ハナ 17．7
35 ケイジーファルコン 牡3栗 56 武士沢友治鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 430＋ 21：14．0	 59．0�
712 シゲルマンタ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 472－ 8 〃 ハナ 30．1�
46 レッドラスター 牡3鹿 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 辻 牧場 B448－101：14．1クビ 64．8�
23 マ オ ウ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 ガーベラパー
クスタツド B484＋ 41：14．31� 74．5�

47 アイスクリン 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル B460－ 81：14．83 199．8�

58 グラスセイヴァー 牡3鹿 56 大野 拓弥半沢
 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 514＋ 21：15．11� 20．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，760，000円 複勝： 88，005，200円 枠連： 13，963，400円
馬連： 49，956，800円 馬単： 33，126，700円 ワイド： 30，915，600円
3連複： 67，448，500円 3連単： 101，691，600円 計： 411，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 150円 � 110円 � 190円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 220円 �� 730円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 267600 的中 � 24163（4番人気）
複勝票数 計 880052 的中 � 56900（2番人気）� 611799（1番人気）� 40920（4番人気）
枠連票数 計 139634 的中 （3－6） 24404（2番人気）
馬連票数 計 499568 的中 �� 77778（1番人気）
馬単票数 計 331267 的中 �� 12203（7番人気）
ワイド票数 計 309156 的中 �� 40363（1番人気）�� 9265（8番人気）�� 24145（3番人気）
3連複票数 計 674485 的中 ��� 40206（1番人気）
3連単票数 計1016916 的中 ��� 6857（25番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロマンコスモ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．8．30 札幌6着

2013．5．1生 �3栗 母 エクストラニュース 母母 スケアヘッドライン 8戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オートシャンティ号
（非抽選馬） 3頭 ケルベロス号・ライオットストーム号・ルナマティーノ号

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７日



21075 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

59 コスモピクシス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 42：01．2 4．7�
715 ウインガーネット 牝3黒鹿54 内田 博幸�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 42：01．3� 3．2�
612 マイネルツィール 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 460－ 4 〃 クビ 6．5�
36 カパオパンゴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：01．4� 7．0�
35 ウエスタンエスプリ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 500－ 42：01．5� 6．2	
817 スマートアルファ 牝3芦 54

52 △伴 啓太トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 千代田牧場 454＋ 42：01．71 302．4

48 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54 大庭 和弥榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 436＋ 62：02．01� 104．1�
818 ニシノリュウセイ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 416＋ 2 〃 クビ 14．2�
11 エイトレンジャーズ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 418＋ 82：02．1クビ 93．4
713 アップトゥイレヴン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－ 4 〃 クビ 22．8�
23 ベルフラワー 牝3青鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 62：02．31� 28．8�
510 ア ペ リ ラ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－ 62：02．93� 57．8�
12 シェイキットオフ 牝3鹿 54 武士沢友治 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 桑田フアーム 464 ― 〃 ハナ 97．7�
47 ダノンアイドル 牡3鹿 56 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 42：03．0� 25．7�
611 ショウナンガスト 牡3黒鹿56 田中 勝春国本 哲秀氏 武市 康男 日高 田端牧場 B456± 02：03．74 61．4�
714 レジェンダリー 牡3芦 56

54 △木幡 初也岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新冠 タニグチ牧場 460－122：04．33� 113．7�
24 ネクストステージ �3栗 56 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432± 02：04．62 179．3�
816 リバースフォンテン 牡3鹿 56 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 462－ 62：05．23� 209．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，530，100円 複勝： 34，037，600円 枠連： 13，753，900円
馬連： 46，365，300円 馬単： 24，488，600円 ワイド： 27，165，200円
3連複： 61，572，500円 3連単： 75，106，600円 計： 305，019，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（5－7） 770円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 225301 的中 � 37945（2番人気）
複勝票数 計 340376 的中 � 49939（2番人気）� 81232（1番人気）� 48619（3番人気）
枠連票数 計 137539 的中 （5－7） 13813（3番人気）
馬連票数 計 463653 的中 �� 38616（1番人気）
馬単票数 計 244886 的中 �� 9136（4番人気）
ワイド票数 計 271652 的中 �� 18649（1番人気）�� 16208（4番人気）�� 18093（2番人気）
3連複票数 計 615725 的中 ��� 33818（1番人気）
3連単票数 計 751066 的中 ��� 7645（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．7―36．2―49．6―1：02．1―1：14．3―1：25．9―1：38．0―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3
1
3

13，6，14，11（4，7）（5，12）（1，8，17）－（2，9）－（3，15）10（18，16）・（13，6）12－（7，14，11，15）（5，8，9）（4，3）（1，17）18，10，2－16
2
4

13，6，14（4，7，11）（5，12）（1，8）17（2，9）（3，15）（10，18，16）・（13，6）12，15，11（7，9）（14，8）（5，3，18）（1，17）－（4，10）－2＝16
勝馬の
紹 介

コスモピクシス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．26 中山6着

2013．5．23生 牝3黒鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ 9戦1勝 賞金 9，130，000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 コスモダヴァンティ号
（非抽選馬） 1頭 カーニバル号

21076 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

46 リュイールスター 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 442± 01：55．5 4．2�

59 レーヌミラクル 牝3鹿 54 田中 勝春酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 484± 01：55．71� 3．8�
35 マジカルウインド 牝3黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 454－ 61：56．01� 4．9�
23 クールマジョリック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 458－ 41：56．42� 7．8�
814 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 平野 優�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 482－ 81：56．5� 11．4	
712 レッドフレンジー 牝3栗 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 クビ 19．6

58 カ ド バ ン 牝3栗 54

52 △伴 啓太芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B436＋ 61：56．81� 223．7�
815 ルミエールカフェ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 498－ 21：56．9� 57．0�
34 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 482± 01：57．0� 10．6�
22 ホワイトフローラ 牝3芦 54 大庭 和弥�宮内牧場 的場 均 新ひだか グランド牧場 404－ 41：57．1クビ 190．7�
713 ソ ノ ラ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人山本 武司氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480± 01：57．41� 9．4�
47 レジェンドクイーン 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎小林 章氏 蛯名 利弘 浦河 市川フアーム 480－ 81：58．35 37．3�
611 ショウナンハウメア 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�湘南 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 510＋101：58．61� 158．4�
11 バカラボナセーラ 牝3鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 422－ 41：59．23� 44．9�
610 タカラブネクイーン 牝3芦 54 宮崎 北斗�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 448± 01：59．52 124．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，693，300円 複勝： 32，898，500円 枠連： 13，495，100円
馬連： 47，334，500円 馬単： 23，962，600円 ワイド： 29，291，500円
3連複： 65，929，300円 3連単： 80，432，600円 計： 314，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（4－5） 780円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 206933 的中 � 38934（2番人気）
複勝票数 計 328985 的中 � 66601（1番人気）� 50615（2番人気）� 50568（3番人気）
枠連票数 計 134951 的中 （4－5） 13319（3番人気）
馬連票数 計 473345 的中 �� 39695（1番人気）
馬単票数 計 239626 的中 �� 9431（2番人気）
ワイド票数 計 292915 的中 �� 21821（1番人気）�� 17927（3番人気）�� 14770（4番人気）
3連複票数 計 659293 的中 ��� 30495（2番人気）
3連単票数 計 804326 的中 ��� 7618（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―13．6―12．8―12．4―13．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―50．6―1：03．4―1：15．8―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リュイールスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．5 新潟7着

2013．4．7生 牝3黒鹿 母 マイネルーチェ 母母 マイネブリリアン 13戦1勝 賞金 13，630，000円
〔発走状況〕 ボーナスチャンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ボーナスチャンス号は，発走調教再審査。



21077 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第5競走 ��2，000�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
2：03．0
1：59．8

良
良

33 マテラレックス 牡2鹿 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高村牧場 438 ―2：03．7 2．9�
66 リパーカッション 牡2鹿 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 494 ―2：03．8� 10．8�
810 ワンナイトインパリ 牡2鹿 54 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486 ―2：04．43� 20．9�
55 コ ロ リ ズ ム 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 438 ―2：04．5� 36．5�
11 マイネルシルバリー 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 484 ―2：04．81� 9．9�
89 ベストアドバンス 牡2青鹿54 戸崎 圭太柳内 正基氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474 ―2：05．11� 2．0	
77 バナナボート 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 408 ―2：05．95 99．6

22 アンソロポロジー 牡2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―2：06．11� 24．1�
44 ショウナンアリオン 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 450 ―2：07．05 31．4
78 ボナジョルナータ 牡2鹿 54 田中 勝春島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500 ―2：08．06 74．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，334，100円 複勝： 26，678，700円 枠連： 9，623，000円
馬連： 40，313，200円 馬単： 28，096，400円 ワイド： 21，498，900円
3連複： 48，498，700円 3連単： 98，220，800円 計： 301，263，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 360円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 430円 �� 820円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 283341 的中 � 78616（2番人気）
複勝票数 計 266787 的中 � 62744（2番人気）� 27030（4番人気）� 15230（5番人気）
枠連票数 計 96230 的中 （3－6） 5824（5番人気）
馬連票数 計 403132 的中 �� 23125（5番人気）
馬単票数 計 280964 的中 �� 11754（6番人気）
ワイド票数 計 214989 的中 �� 13632（5番人気）�� 6582（9番人気）�� 3772（17番人気）
3連複票数 計 484987 的中 ��� 6519（17番人気）
3連単票数 計 982208 的中 ��� 4748（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―13．4―12．7―12．1―13．0―12．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．4―49．8―1：02．5―1：14．6―1：27．6―1：39．9―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．1
1
3
6（3，5，7）1（9，8）－2，4，10
7，6（5，3，9，10）1，4，8，2

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

勝馬の
紹 介

マテラレックス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．5．16生 牡2鹿 母 チェリーエンジェル 母母 デーエスソロン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ワンナイトインパリ号は，発進不良〔出遅れ〕。

21078 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7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

24 ブライトンロック 牡2黒鹿54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438 ―1：23．6 4．4�

612 シ ュ ハ リ 牡2黒鹿 54
53 ☆石川裕紀人清水 正江氏 池上 昌和 浦河 日進牧場 442 ―1：24．02� 30．1�

12 ハードアタック 牡2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 462 ―1：24．21� 11．0�

715 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 408 ―1：24．3� 22．1�
818 ア マ ノ ガ ワ 牝2黒鹿54 田中 勝春�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 434 ―1：24．51� 57．0	
59 カ レ ン 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 478 ― 〃 クビ 17．1

817 ロードリベラル 牡2黒鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 410 ―1：24．71� 68．5�
48 エリンソード 牡2青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 1．9
47 ホ ノ カ 牝2鹿 54 田辺 裕信�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：24．91� 25．9�
11 ミコマッシグラ 牝2栗 54 江田 照男古賀 慎一氏 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 408 ―1：25．0クビ 108．2�
611 ジャンティーユ 牝2栗 54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 434 ―1：25．1	 95．7�
23 マイネルレンカ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 436 ―1：25．2	 18．5�
36 クラウンマックス 牡2黒鹿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 468 ―1：25．62� 135．7�
35 セレンエミリー 牝2栗 54 大庭 和弥 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：25．81� 209．3�
714 ウイニングムスメ 牝2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：26．44 63．2�
816 ヤマタケエヴァル 牡2黒鹿54 柴田 善臣山中 佳代氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 476 ―1：26．71	 210．5�
713 ケイサンパルプンテ 牡2栗 54

52 △木幡 初也中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 422 ―1：27．01	 32．6�

510 デ ス ト ロ イ 牡2栗 54
51 ▲野中悠太郎諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 488 ―1：27．1� 102．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，328，700円 複勝： 30，881，600円 枠連： 18，547，300円
馬連： 52，279，400円 馬単： 28，223，800円 ワイド： 28，915，200円
3連複： 64，760，600円 3連単： 88，525，500円 計： 342，462，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 490円 � 230円 枠 連（2－6） 2，670円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 550円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 51，550円

票 数

単勝票数 計 303287 的中 � 57540（2番人気）
複勝票数 計 308816 的中 � 60188（2番人気）� 12976（8番人気）� 34033（3番人気）
枠連票数 計 185473 的中 （2－6） 5381（11番人気）
馬連票数 計 522794 的中 �� 8066（15番人気）
馬単票数 計 282238 的中 �� 2975（23番人気）
ワイド票数 計 289152 的中 �� 5205（15番人気）�� 14544（3番人気）�� 3004（23番人気）
3連複票数 計 647606 的中 ��� 5447（25番人気）
3連単票数 計 885255 的中 ��� 1245（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―24．4―36．4―48．6―1：00．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトンロック �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel 初出走

2014．5．18生 牡2黒鹿 母 クイーンオブナプレス 母母 Napoleon’s Sister 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アパラチアン号・イチネンイチクミ号・ヴィーエンプレス号・グラマシー号・サンデームーティエ号・ブリラーレ号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 6日第 4競走）
〔その他〕　　ラガッツァカリーナ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21079 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・直線）

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� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

24 クラウンアゲン 牝3青鹿 54
52 △木幡 初也浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 420－ 4 54．9 2．2�

12 メープルパール 牝3栗 54
51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 420＋10 55．22 14．3�

59 クインズジュエリー 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 430－ 4 55．41� 26．2�
715 シャンテヴィーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋14 55．5� 42．7�

47 カシノクロエ 牝3鹿 54 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 456＋ 2 〃 アタマ 17．1�

816 フジコハルビヨリ 牝3黒鹿54 木幡 初広荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 434＋ 2 55．92 77．0	
714 ペッシュカネル 牝3栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 田中 清隆 浦河 バンブー牧場 442－ 4 〃 クビ 3．7

23 クリアーウェイ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 432－ 6 〃 ハナ 34．2�

11 グレイスノート 牝3鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 448＋ 2 56．0� 10．0�
713 ケイツールナ 牝3青鹿54 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 434－ 2 56．1クビ 91．8
510 タケデンローズ 牝3栗 54 的場 勇人武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 462± 0 〃 ハナ 52．8�
817 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 424± 0 〃 アタマ 51．0�
611 テイエムアムンゼン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 442＋ 2 56．31� 23．2�

35 ウ ェ ア レ イ 牝3青鹿54 西田雄一郎阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 460＋ 2 〃 クビ 170．1�
612 ハーティフェスト 牝3栗 54 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 斉藤 政志 428－ 4 56．51� 233．7�
48 ヒロンスキー 牝3鹿 54 宮崎 北斗熊澤 浩樹氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 446－ 6 〃 ハナ 108．4�
818 ニシノミナミカゼ 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 440＋ 4 56．6クビ 12．4�
36 リリーウェントス 牝3芦 54 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 430－ 4 57．77 131．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，524，400円 複勝： 35，875，000円 枠連： 23，596，400円
馬連： 64，542，700円 馬単： 31，197，200円 ワイド： 37，002，900円
3連複： 90，556，900円 3連単： 112，642，800円 計： 422，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 330円 � 510円 枠 連（1－2） 660円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，090円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 9，260円 3 連 単 ��� 30，960円

票 数

単勝票数 計 275244 的中 � 99792（1番人気）
複勝票数 計 358750 的中 � 110064（1番人気）� 22244（5番人気）� 13151（8番人気）
枠連票数 計 235964 的中 （1－2） 27697（2番人気）
馬連票数 計 645427 的中 �� 32303（3番人気）
馬単票数 計 311972 的中 �� 10801（4番人気）
ワイド票数 計 370029 的中 �� 14198（3番人気）�� 8767（12番人気）�� 2747（36番人気）
3連複票数 計 905569 的中 ��� 7327（23番人気）
3連単票数 計1126428 的中 ��� 2637（70番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．7―10．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．1―43．5

上り4F42．9－3F32．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラウンアゲン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2015．10．25 東京2着

2013．3．9生 牝3青鹿 母 ブリリアントクラン 母母 スターズインハーアイズ 5戦1勝 賞金 11，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリスタルガーデン号

21080 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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 ラジオデイズ 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋ 41：53．3 2．9�
46 ピアシングステア 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 492－ 21：53．61� 10．0�
22 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460± 0 〃 アタマ 25．0�
712 ダイワハッスル 牡4栃栗57 石橋 脩大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B478＋ 21：53．81	 28．0�
58 スケールアップ 牡3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 502＋14 〃 クビ 28．7�
611
 ウインオベロン 牡4黒鹿57 大野 拓弥坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 492＋ 4 〃 ハナ 101．3	
47 
 タイセイエナジー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 472－ 31：54．01	 327．2

815 ケンベストカフェ 牡4黒鹿57 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472± 01：54．1クビ 5．4�
35 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 54 M．デムーロ桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 462± 0 〃 クビ 16．0�
23 
 シャイニングカフェ 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 516＋ 8 〃 アタマ 77．7
59 
 パラティーノ 牡7黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 530－ 21：54．52� 70．7�
11 サムワンライクユー 牡3鹿 54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 446－ 61：54．71	 108．0�
713 ト ゥ ル ッ リ 牡4芦 57 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 21：55．02 5．0�
34 エメラルエナジー 牡4栗 57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B492± 01：55．21 5．0�
814 コスモカンプ 牡4鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B484＋ 11：55．41 112．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，833，800円 複勝： 49，019，100円 枠連： 20，608，000円
馬連： 81，644，000円 馬単： 38，333，900円 ワイド： 48，285，900円
3連複： 98，766，000円 3連単： 128，448，600円 計： 500，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 330円 � 420円 枠 連（4－6） 1，770円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，540円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 35，180円

票 数

単勝票数 計 358338 的中 � 97577（1番人気）
複勝票数 計 490191 的中 � 96248（1番人気）� 35189（5番人気）� 25518（8番人気）
枠連票数 計 206080 的中 （4－6） 9006（7番人気）
馬連票数 計 816440 的中 �� 33842（7番人気）
馬単票数 計 383339 的中 �� 10738（8番人気）
ワイド票数 計 482859 的中 �� 17099（7番人気）�� 7975（17番人気）�� 4708（27番人気）
3連複票数 計 987660 的中 ��� 7008（34番人気）
3連単票数 計1284486 的中 ��� 2647（106番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．6―13．2―12．4―12．3―12．6―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．7―49．9―1：02．3―1：14．6―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラジオデイズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．19 中山1着

2011．2．13生 牡5青鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 11戦3勝 賞金 33，450，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カズノテナンゴ号・クリノロッキー号・ジーアイウォーカー号



21081 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第9競走 ��
��2，400�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

33 ステイパーシスト 牡3黒鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋202：26．5 3．8�

55 カレンラストショー 牡4栗 57 M．デムーロ鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 430± 02：26．71� 2．8�
11 	 モ シ モ シ 牝6黒鹿55 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 432＋ 8 〃 クビ 86．2�
78 	 トーセンソユーズ 牡5栗 57 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 506＋ 22：26．91 78．9�
44 コーラルタワー 牡6黒鹿57 丸田 恭介由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 448－ 2 〃 クビ 19．0�
79 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：27．32� 20．7	
66 マヤノピナクル 牡3鹿 54 木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 448－ 82：27．4� 5．4

67 クインズクオーツ 牡3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 440± 0 〃 ハナ 27．5�
811 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 468± 02：27．5クビ 62．2
810 コウキチョウサン 牡3鹿 54 戸崎 圭太�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 440＋ 82：27．71
 7．5�
22 マイネルクラフト 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 82：27．8� 6．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，965，900円 複勝： 45，640，900円 枠連： 17，664，800円
馬連： 83，775，200円 馬単： 41，597，700円 ワイド： 39，961，600円
3連複： 98，250，400円 3連単： 153，276，500円 計： 515，133，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 1，200円 枠 連（3－5） 720円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，720円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 73，350円

票 数

単勝票数 計 349659 的中 � 71892（2番人気）
複勝票数 計 456409 的中 � 81045（2番人気）� 111029（1番人気）� 6100（10番人気）
枠連票数 計 176648 的中 （3－5） 18779（2番人気）
馬連票数 計 837752 的中 �� 93494（1番人気）
馬単票数 計 415977 的中 �� 21483（3番人気）
ワイド票数 計 399616 的中 �� 30275（2番人気）�� 1670（39番人気）�� 2792（33番人気）
3連複票数 計 982504 的中 ��� 3664（58番人気）
3連単票数 計1532765 的中 ��� 1515（238番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．3―12．4―12．6―13．1―12．5―12．6―11．9―11．6―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．8―37．1―49．5―1：02．1―1：15．2―1：27．7―1：40．3―1：52．2―2：03．8―2：14．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3
1
3
1，8（5，11）7（3，10）6，9，2，4
1，8（5，11）（3，7，10）6（4，9）2

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

勝馬の
紹 介

ステイパーシスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．5．20生 牡3黒鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 6戦2勝 賞金 20，131，000円
〔制裁〕 アドマイヤガスト号の騎手柴田善臣は，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：6番）

21082 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

な え ば

苗 場 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

34 リバーソウル 牡5黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 81：11．1 21．2�
815 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 500－ 2 〃 クビ 7．1�
611 テイエムシャンパン 牡4芦 57 木幡 巧也竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 488＋ 81：11．31� 41．1�
47 ストロングトリトン 	4鹿 57 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 01：11．51� 2．4�
58 マ ー シ レ ス 牡5栗 57 柴田 大知窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 470－ 21：11．6
 17．3�
46 リターンラルク 牡5鹿 57 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B466－ 6 〃 ハナ 20．1�
35 メイショウカフウ 牡5鹿 57 田中 勝春松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 474－ 41：11．81
 80．0	
22 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430－ 61：11．9
 5．7

11 ビ ッ グ ギ グ 牡5栗 57 菊沢 一樹吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524＋ 21：12．21� 17．8�
713� ゼ ア ミ 牡5芦 57 蛯名 正義 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Barnett Sta-

bles LLC 532－ 21：12．3� 6．7
814 ヨウライフク 	4栗 57 大野 拓弥小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 496－ 61：12．4
 11．8�
610 アキノアッパー 牡6栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 494＋161：12．5
 59．5�
712 ハワイアンシュガー 牡8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 440－181：12．6� 393．1�
23 コージェント 牡3鹿 54 石川裕紀人水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 522－ 41：13．23
 72．4�
59 サンマルヴィグラス 牡6鹿 57 吉田 豊相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 510＋141：13．4� 121．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，538，400円 複勝： 68，581，500円 枠連： 31，559，600円
馬連： 142，809，900円 馬単： 63，094，800円 ワイド： 66，176，400円
3連複： 179，132，100円 3連単： 245，592，600円 計： 843，485，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 480円 � 260円 � 1，180円 枠 連（3－8） 2，810円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 16，100円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 6，570円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 57，480円 3 連 単 ��� 390，470円

票 数

単勝票数 計 465384 的中 � 17484（9番人気）
複勝票数 計 685815 的中 � 36498（8番人気）� 79800（4番人気）� 13448（10番人気）
枠連票数 計 315596 的中 （3－8） 8701（13番人気）
馬連票数 計1428099 的中 �� 16589（25番人気）
馬単票数 計 630948 的中 �� 2939（54番人気）
ワイド票数 計 661764 的中 �� 10289（18番人気）�� 2564（51番人気）�� 4200（41番人気）
3連複票数 計1791321 的中 ��� 2337（137番人気）
3連単票数 計2455926 的中 ��� 456（833番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．7
3 8（14，15）（3，11，13）（4，7）10（2，5，9）6，1－12 4 8（14，15）（3，11，13）（4，7）10（2，5，9）（1，6）－12

勝馬の
紹 介

リバーソウル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．10．20 京都2着

2011．2．12生 牡5黒鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 29戦4勝 賞金 65，511，000円
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハワイアンシュガー号は，平成28年8月21日から平成28年9月19日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エルフィンコーブ号・シャラク号・ネイティヴコード号
（非抽選馬） 5頭 カネノイロ号・スワンボート号・タニセンジャッキー号・ディープミタカ号・トモトモリバー号



21083 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・左）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

66 ヴォルシェーブ 牡5栗 57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：15．3 1．7�
22 ハッピーモーメント 牡6鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 21．6�
89 グランドサッシュ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 62：15．51� 6．4�
11 シ ホ ウ 牡5鹿 57 田辺 裕信�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512＋ 42：15．6	 6．0�
55 トルークマクト 牡6鹿 57 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454－ 2 〃 ハナ 12．0�
77 シンボリジャズ 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 494＋ 22：15．7
 10．8	
78 サトノフェアリー 牝6鹿 55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454± 02：15．91 33．6

44 マイネルジェイド 牡6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 コスモヴューファーム 464＋ 82：16．0
 60．5�
33 ディスキーダンス 牡5栗 57 石川裕紀人 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 464＋ 22：16．31
 33．7
810 ショウナンラグーン 牡5黒鹿57 吉田 豊国本 哲秀氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－142：16．72	 22．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 71，950，800円 複勝： 145，422，400円 枠連： 37，817，800円
馬連： 207，743，700円 馬単： 123，993，500円 ワイド： 99，008，700円
3連複： 267，604，400円 3連単： 608，765，200円 計： 1，562，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 180円 枠 連（2－6） 2，150円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 650円 �� 270円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 11，650円

票 数

単勝票数 計 719508 的中 � 338562（1番人気）
複勝票数 計1454224 的中 � 882497（1番人気）� 48445（6番人気）� 109201（3番人気）
枠連票数 計 378178 的中 （2－6） 13624（8番人気）
馬連票数 計2077437 的中 �� 84473（6番人気）
馬単票数 計1239935 的中 �� 35540（8番人気）
ワイド票数 計 990087 的中 �� 37347（7番人気）�� 106597（2番人気）�� 15324（17番人気）
3連複票数 計2676044 的中 ��� 68478（9番人気）
3連単票数 計6087652 的中 ��� 37869（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―24．8―37．3―50．4―1：04．2―1：16．9―1：29．3―1：41．5―1：53．3―2：04．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．8
1
3
7，2－9，4，6（1，5）（3，10）8
7（2，9）6，4，5（1，3，10）8

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

勝馬の
紹 介

ヴォルシェーブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．16生 牡5栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 13戦5勝 賞金 98，340，000円

21084 8月20日 晴 良 （28新潟2）第7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

713 オメガハイヌーン 牡4鹿 57 横山 典弘原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B474－ 41：11．1 3．8�
610 トミケンキルカス 牡4栗 57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 506＋ 61：11．31� 6．2�
815 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 448＋ 21：11．51� 4．8�
59 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 492＋ 41：11．71� 18．7�
11 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 462＋ 4 〃 クビ 22．5�
22 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± 0 〃 クビ 14．9	
814 オーロラッシュ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 巧也山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454＋121：12．01	 8．9


34 ジュエルアラモード 牝4栗 55 石橋 脩西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 498－141：12．1� 13．9�
46 レディエントブルー 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 468± 01：12．2クビ 4．5
712
 ドゥーイット 牡5栗 57

55 △伴 啓太�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 472＋121：12．52 111．5�
47 スズカプリティー 牝5鹿 55

54 ☆石川裕紀人永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B492＋341：13．13� 160．7�
611
 ワイエムテイラー 牝5鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 506＋121：13．2クビ 133．1�
23 トレノカチドキ �5栗 57 大野 拓弥廣崎利洋HD� 中舘 英二 浦河 岡本牧場 464＋ 21：13．62� 72．0�
35 ドリームマークス 牡6鹿 57 大庭 和弥ライオンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 454－ 21：13．7	 165．4�
58 クラウンルシフェル 牡5栗 57 西田雄一郎�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492＋ 41：14．97 83．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，005，400円 複勝： 75，514，700円 枠連： 36，512，200円
馬連： 151，093，400円 馬単： 65，562，500円 ワイド： 79，718，800円
3連複： 191，288，000円 3連単： 276，351，800円 計： 930，046，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連（6－7） 1，090円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 430円 �� 380円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 540054 的中 � 113388（1番人気）
複勝票数 計 755147 的中 � 143491（1番人気）� 99452（3番人気）� 131979（2番人気）
枠連票数 計 365122 的中 （6－7） 25804（4番人気）
馬連票数 計1510934 的中 �� 106985（2番人気）
馬単票数 計 655625 的中 �� 24439（2番人気）
ワイド票数 計 797188 的中 �� 46809（3番人気）�� 53909（1番人気）�� 47701（2番人気）
3連複票数 計1912880 的中 ��� 92971（1番人気）
3連単票数 計2763518 的中 ��� 24552（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．7
3 4，6（2，15）（1，13）－（3，5，8，10）14－9，12，7，11 4 4（6，15）2（1，13）（5，10）（3，14）8，9，12，7，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガハイヌーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2014．10．11 東京1着

2012．4．27生 牡4鹿 母 レッドシルフィア 母母 ウィンドサイレンス 15戦3勝 賞金 30，400，000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 ラミアカーサ号
（非抽選馬） 1頭 スガノギムレット号



（28新潟2）第7日 8月20日（土曜日） 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

184，420，000円
3，800，000円
10，240，000円
1，120，000円
18，800，000円
68，497，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
423，843，200円
673，434，400円
252，461，800円
1，020，829，300円
527，123，000円
541，036，200円
1，306，495，100円
2，050，455，500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 6，795，678，500円

総入場人員 9，041名 （有料入場人員 7，609名）
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