
21001 7月29日 曇 良 （29新潟2）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10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

711 マドモアゼル 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 438－ 41：22．8 1．8�
812 ニシノラプランセス 牝2青鹿54 岩田 康誠西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 440－ 21：23．22� 17．0�
11 ダイメイジャスミン 牝2鹿 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 396－ 41：23．41� 66．7�
44 ノアダイヤモンド 牝2栗 54 田中 勝春佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 454－ 61：23．5� 20．0�
813 フォレストガーデン 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 454± 01：23．71� 9．9�
22 ビバラエポボン 牝2黒鹿54 江田 照男	ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 456－ 6 〃 クビ 88．0

45 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 21：23．8クビ 51．8�
56 トキノメガミ 牝2栗 54 内田 博幸時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 446＋ 61：24．01� 21．3�
710 ニシノアストライア 牝2栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 412－121：24．1クビ 43．4
57 ミヤビフィオーラ 牝2黒鹿54 大野 拓弥村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 426－ 81：24．63 3．5�
69 カマルグミストラル 牝2鹿 54 西田雄一郎 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468± 0 〃 アタマ 278．8�
68 アリーヤベント 牝2黒鹿54 吉田 豊馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル B438－ 21：25．34 385．9�
33 コ ト ブ キ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 420－241：27．1大差 38．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，150，100円 複勝： 49，028，600円 枠連： 15，580，600円
馬連： 53，536，900円 馬単： 30，264，500円 ワイド： 35，721，300円
3連複： 72，000，700円 3連単： 104，305，600円 計： 392，588，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 680円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，410円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 21，410円

票 数

単勝票数 計 321501 的中 � 147181（1番人気）
複勝票数 計 490286 的中 � 231378（1番人気）� 30202（4番人気）� 9617（10番人気）
枠連票数 計 155806 的中 （7－8） 29233（2番人気）
馬連票数 計 535369 的中 �� 37453（3番人気）
馬単票数 計 302645 的中 �� 15594（4番人気）
ワイド票数 計 357213 的中 �� 21008（3番人気）�� 6307（13番人気）�� 2245（37番人気）
3連複票数 計 720007 的中 ��� 6775（25番人気）
3連単票数 計1043056 的中 ��� 3532（65番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―12．3―12．1―11．6―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マドモアゼル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．4．12生 牝2黒鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔調教再審査〕 ミヤビフィオーラ号は，4コーナーおよび最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトブキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月29日まで平地競走に出

走できない。

21002 7月29日 曇 稍重 （29新潟2）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時35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

79 シャインカメリア 牝2芦 54 吉田 豊皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470＋ 61：13．0 2．0�
22 ヴォルフスブルク 牡2芦 54

51 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 21：14．27 5．4�
812 ド リ ュ ウ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 422－ 81：14．83� 6．4�
55 クラウンエンジニア 牡2栗 54 戸崎 圭太矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 476＋ 41：15．01� 9．1�
56 ネ コ マ レ ー 牝2鹿 54 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 髙村 伸一 412－201：15．31	 15．4�
11 ポ フ ツ カ ワ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 新ひだか 折手牧場 460－ 2 〃 クビ 44．9	
710 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488＋ 4 〃 アタマ 19．2

67 マ ン ト ラ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 446－ 61：15．61	 64．7�
811 シャイニーカラーズ 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 21：15．7クビ 15．3�
44 セイカフェボリット 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 460± 0 〃 クビ 277．5
33 テイエムヘニーズ 牡2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 464－ 41：15．91 80．5�
68 スガノインディ 牡2鹿 54 大野 拓弥菅原 光博氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 464－ 61：16．32� 48．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，692，700円 複勝： 37，626，300円 枠連： 11，146，800円
馬連： 44，843，300円 馬単： 24，828，500円 ワイド： 29，287，800円
3連複： 57，304，300円 3連単： 81，835，400円 計： 314，565，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（2－7） 510円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 280円 �� 410円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 276927 的中 � 112398（1番人気）
複勝票数 計 376263 的中 � 135730（1番人気）� 55479（2番人気）� 49026（3番人気）
枠連票数 計 111468 的中 （2－7） 16733（3番人気）
馬連票数 計 448433 的中 �� 58622（1番人気）
馬単票数 計 248285 的中 �� 23411（1番人気）
ワイド票数 計 292878 的中 �� 34246（1番人気）�� 26267（2番人気）�� 16346（4番人気）
3連複票数 計 573043 的中 ��� 43484（1番人気）
3連単票数 計 818354 的中 ��� 21566（1番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―12．1―13．0―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．5―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインカメリア �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．2 福島2着

2015．3．31生 牝2芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 2戦1勝 賞金 7，800，000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29日 曇 稍重 （29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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 クリノヴィクトリア 牝3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440＋ 21：55．0 4．9�
712 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 436－ 21：55．21� 5．2�
611 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 440－ 41：55．73 12．0�
814 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454－ 41：55．8� 8．5�
22 フ ィ オ レ ロ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 484± 01：56．33 222．3�
610 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 460－ 2 〃 クビ 4．7	
35 ハンドレッドアーツ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 470± 01：56．61� 26．6

11 アネッロドーロ 牝3鹿 54 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 4 〃 ハナ 40．1�
47 サウスクイーン 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 420－ 81：57．02� 148．0�
46 パラシオプリンセサ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 414＋101：58．06 222．6
713 オーシャンケリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 B444－ 61：58．42� 8．7�
34 アキサミヨー 牝3芦 54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 420－ 21：58．61 180．2�
58 ハニーロコガール 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 81：59．23� 65．7�

59 ピジョンルビー 牝3鹿 54 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 476＋142：02．0大差 75．3�
815 セイントヘレナ 牝3鹿 54 吉田 隼人 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 B478－16 （競走中止） 4．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，485，300円 複勝： 35，072，200円 枠連： 13，567，000円
馬連： 47，327，600円 馬単： 24，046，500円 ワイド： 28，611，400円
3連複： 62，666，600円 3連単： 76，693，300円 計： 308，469，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 180円 � 340円 枠 連（2－7） 1，000円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 620円 �� 930円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 204853 的中 � 33410（3番人気）
複勝票数 計 350722 的中 � 51484（4番人気）� 55513（3番人気）� 22300（7番人気）
枠連票数 計 135670 的中 （2－7） 10476（6番人気）
馬連票数 計 473276 的中 �� 23596（6番人気）
馬単票数 計 240465 的中 �� 5478（13番人気）
ワイド票数 計 286114 的中 �� 12215（6番人気）�� 7827（14番人気）�� 5309（19番人気）
3連複票数 計 626666 的中 ��� 7888（24番人気）
3連単票数 計 766933 的中 ��� 2087（104番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．2―13．1―12．9―13．0―12．8―13．1

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノヴィクトリア �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．11．5 東京9着

2014．4．12生 牝3栗 母 キ ボ ウ 母母 セ イ メ イ 15戦1勝 賞金 12，250，000円
〔発走状況〕 サウスクイーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 セイントヘレナ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ピジョンルビー号は，競走中に疾病〔外傷性左後浅屈腱断裂〕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。

21004 7月29日 曇 良 （29新潟2）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

12 ブラディーリッパー 牝3鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 488－121：09．2 7．1�
715 アシュランス 牝3栗 54 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 420＋ 61：09．41� 2．6�
713 グラスハーモニー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 472－12 〃 クビ 14．3�
24 エ マ ー ブ ル 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 392± 01：10．03� 26．5�
11 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 61：10．21� 3．2	
817 リョウランプリーモ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 458－ 41：10．3� 10．8

612 スズレジーム 牝3鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434＋ 4 〃 クビ 16．6�
510 カズノスイセイ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 478－ 21：10．4クビ 37．1�
818 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 B456－ 41：10．5� 75．5
816 デルマミセラレテ 牝3栗 54 北村 宏司浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 424－ 6 〃 クビ 128．6�
35 ショータイム 牝3鹿 54 丸田 恭介吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 448－101：10．6� 236．7�
47 アトラクティヴアイ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：10．81� 10．7�
23 コノチヲツナイデ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅福田 光博氏 加藤 和宏 むかわ ヤマイチ牧場 454 ―1：10．9� 149．9�
714 ペイシャムーン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか ニシケンフアーム 416－ 21：11．21	 266．8�
611 アクロスユニバース 牝3栗 54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 日高 白井牧場 424± 01：11．62� 203．6�
36 セイウンイチリン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 430－ 21：11．81� 477．5�

48 ショウナンカグヤ 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 佐藤 陽一 B496－101：11．9	 399．6�

59 フクノディナール 
3黒鹿56 二本柳 壮福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 北田 剛 442－121：12．32� 309．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，520，800円 複勝： 36，842，600円 枠連： 16，738，300円
馬連： 55，317，100円 馬単： 28，392，000円 ワイド： 35，857，600円
3連複： 75，222，900円 3連単： 96，587，500円 計： 376，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 140円 � 270円 枠 連（1－7） 250円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，470円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計 315208 的中 � 35185（3番人気）
複勝票数 計 368426 的中 � 44539（3番人気）� 87128（1番人気）� 28977（5番人気）
枠連票数 計 167383 的中 （1－7） 50229（1番人気）
馬連票数 計 553171 的中 �� 41983（2番人気）
馬単票数 計 283920 的中 �� 7710（6番人気）
ワイド票数 計 358576 的中 �� 21898（3番人気）�� 5875（16番人気）�� 12976（7番人気）
3連複票数 計 752229 的中 ��� 15240（9番人気）
3連単票数 計 965875 的中 ��� 3160（60番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―46．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラディーリッパー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 サ ン ゼ ウ ス デビュー 2017．6．17 東京5着

2014．5．8生 牝3鹿 母 シバノコトエ 母母 タケノシズエ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノディナール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホーセズネック号



21005 7月29日 曇 良 （29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

45 ルッジェーロ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492 ―1：25．3 1．8�
46 バットオールソー 牡2栗 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：25．51� 7．5�
22 セイウンクールガイ 牡2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 436 ―1：25．6� 5．6�
33 ハリケーンヴォーグ 牡2栗 54 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 454 ―1：26．02� 30．7�
814 アーバンブラック 牡2青鹿54 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 440 ―1：26．21� 27．0�
610 マイネルゲルトナー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 日高 瀬戸牧場 452 ―1：26．3� 13．0	
69 ディナミーデン 牡2芦 54 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 452 ―1：26．4クビ 26．6

58 プリンスオブハート 牡2栗 54 佐藤 友則平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 432 ― 〃 クビ 227．2�

（笠松）

34 プラチナウィーク 牡2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 鎌田 正嗣 478 ―1：26．5� 95．2�
813 ラテンリズム 牝2鹿 54 岩部 純二ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 440 ―1：26．71� 71．1�
712 チョコレートパフェ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 414 ―1：27．02 152．0�
11 サバイバルオオオク 牝2黒鹿54 内田 博幸福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 448 ―1：27．1� 75．1�
711 シアワセクル 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 484 ―1：28．37 190．9�
57 ビッグディール 牡2鹿 54 岩田 康誠古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 488 ―1：28．61� 11．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，488，900円 複勝： 35，514，800円 枠連： 14，061，000円
馬連： 48，148，300円 馬単： 29，195，400円 ワイド： 28，504，900円
3連複： 58，238，900円 3連単： 87，114，100円 計： 333，266，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（4－4） 700円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 324889 的中 � 149658（1番人気）
複勝票数 計 355148 的中 � 138303（1番人気）� 41684（3番人気）� 59580（2番人気）
枠連票数 計 140610 的中 （4－4） 15466（3番人気）
馬連票数 計 481483 的中 �� 53186（2番人気）
馬単票数 計 291954 的中 �� 25775（2番人気）
ワイド票数 計 285049 的中 �� 27675（2番人気）�� 39633（1番人気）�� 15870（5番人気）
3連複票数 計 582389 的中 ��� 51625（1番人気）
3連単票数 計 871141 的中 ��� 22025（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―36．9―49．6―1：02．2―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．7
3 2，4（3，5）6，13（14，9）12（7，8，10）－（1，11） 4 2，4（3，5）（6，13）（14，9）12，8（7，10）（1，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルッジェーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Almutawakel 初出走

2015．3．31生 牡2黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ビッグディール号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※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。

21006 7月29日 曇 稍重 （29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 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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 ディアライゼ 牡3栗 56 石橋 脩ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 512＋ 21：54．6 2．2�
712 オメガドラクロワ 牡3青鹿56 岩田 康誠原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B442－16 〃 クビ 6．3�
59 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 500－ 81：55．66 5．4�
23 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 内田 博幸密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B454＋ 41：56．13 13．1�
814 ホーセズネック 牝3鹿 54 佐藤 友則�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468± 01：56．52� 74．0�

（笠松）

22 キューティロンプ 牝3黒鹿 54
51 ▲武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 464－ 21：56．82 27．6	

35 クリノアンヌ 牝3栃栗54 吉田 豊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450－ 21：57．22� 269．2

46 ラッキーパンチ 牡3鹿 56 柴田 大知田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 494＋ 61：57．3� 4．9�
58 ヒ ス イ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B484－ 2 〃 ハナ 10．6
713 リードフルート 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 466＋ 41：57．83 139．0�
34 ゲットグローリー 牡3鹿 56 北村 宏司�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 21：57．9クビ 45．2�
11 クリノアパッチ 牡3栗 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤牧場 452＋ 61：58．64 188．3�
47 イノレンジャー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也井上 久光氏 柴田 政人 熊本 本田 土寿 B492＋ 61：59．45 197．7�
815 マサノホウオウ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 B498＋142：00．25 318．6�
611 チャーリーバローズ 牡3鹿 56 津村 明秀猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 438＋ 62：00．3� 151．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，268，300円 複勝： 38，240，400円 枠連： 13，020，000円
馬連： 56，834，500円 馬単： 27，255，100円 ワイド： 32，811，400円
3連複： 70，734，900円 3連単： 97，533，400円 計： 367，698，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 490円 �� 290円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 312683 的中 � 109245（1番人気）
複勝票数 計 382404 的中 � 125496（1番人気）� 32296（6番人気）� 51079（3番人気）
枠連票数 計 130200 的中 （6－7） 11720（4番人気）
馬連票数 計 568345 的中 �� 43838（3番人気）
馬単票数 計 272551 的中 �� 13469（5番人気）
ワイド票数 計 328114 的中 �� 16639（6番人気）�� 32198（2番人気）�� 9738（11番人気）
3連複票数 計 707349 的中 ��� 35848（3番人気）
3連単票数 計 975334 的中 ��� 10873（12番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．5―13．1―12．5―12．7―13．3―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．9―49．0―1：01．5―1：14．2―1：27．5―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディアライゼ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2016．10．29 東京10着

2014．4．11生 牡3栗 母 ナムラフェアリ 母母 リトルナムラ 4戦1勝 賞金 8，650，000円
〔騎手変更〕 リードフルート号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノホウオウ号・チャーリーバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

8月29日まで平地競走に出走できない。
※ホーセズネック号は，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。



21007 7月29日 曇 良 （29新潟2）第1日 第7競走 ��
��1，800�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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

817 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 54 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：46．7 3．0�
48 ウインハイラント 牡3鹿 56 津村 明秀�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 2 〃 クビ 11．3�
818 イ ム ノ ス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400－ 21：47．44 3．1�
24 オーランガバード 牡3青鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム 474 ―1：47．5� 14．5�
612 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 B518＋ 2 〃 クビ 68．1	
714 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 北村 宏司中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 438－ 6 〃 アタマ 23．5

35 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 498－ 2 〃 ハナ 11．0�
59 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 吉田 豊保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452－ 41：47．6� 93．1�
713 アズレージョ 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 18．2
611 シャンノース 牝3栗 54 丸田 恭介水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 488＋101：47．7クビ 159．3�
47 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：48．23 5．4�
715 コスモエアターン 牝3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 432＋ 21：48．3� 387．4�
11 カ ト リ ー ヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460＋101：48．72� 103．1�
36 フランシールゴッホ 牡3鹿 56 宮崎 北斗�ターフ・スポート松永 康利 浦河 笹島 智則 416－10 〃 アタマ 305．1�
510 ディグアップセンス 牡3鹿 56 江田 照男広尾レース� 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 430＋ 61：49．44 163．3�
816 コアニードル 牡3栗 56 石橋 脩平井 裕氏 斎藤 誠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ―1：49．61 82．5�
12 ジュンマシュウ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎河合 純二氏 斎藤 誠 洞	湖 レイクヴィラファーム 530－ 41：50．13 161．7�
23 クリノイサベル 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 横井 哲 440－ 81：50．84 345．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，528，300円 複勝： 40，719，100円 枠連： 20，922，300円
馬連： 60，220，200円 馬単： 29，826，100円 ワイド： 36，436，400円
3連複： 81，375，500円 3連単： 107，135，200円 計： 405，163，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 200円 � 160円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 510円 �� 250円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 285283 的中 � 74804（1番人気）
複勝票数 計 407191 的中 � 102828（1番人気）� 41377（4番人気）� 65442（2番人気）
枠連票数 計 209223 的中 （4－8） 43774（1番人気）
馬連票数 計 602202 的中 �� 31628（5番人気）
馬単票数 計 298261 的中 �� 10419（7番人気）
ワイド票数 計 364364 的中 �� 17057（5番人気）�� 43629（1番人気）�� 11550（8番人気）
3連複票数 計 813755 的中 ��� 34865（3番人気）
3連単票数 計1071352 的中 ��� 8010（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―12．6―12．5―12．3―11．7―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．9―47．5―1：00．0―1：12．3―1：24．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ロ ー ヴ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．1．14 中山3着

2014．4．28生 牝3鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 7戦1勝 賞金 12，500，000円
〔騎手変更〕 ジュンマシュウ号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため野中悠太郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノイサベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シャルマンクリール号

21008 7月29日 曇 良 （29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

23 ペイシャバラード 牝4黒鹿55 戸崎 圭太北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 454＋ 21：12．6 2．9�
814 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 柴田 大知天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B484－ 21：12．7� 16．8�
58 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55

52 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 440＋ 4 〃 ハナ 23．0�
712 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿 52

49 ▲武藤 雅金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 432＋121：12．91 7．8�

713 リリーグランツ 牝5鹿 55 吉田 豊 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B466－ 41：13．0� 21．5�

34 ハイブリッドダンス 牝4黒鹿55 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 474－ 2 〃 ハナ 6．1	
611 サ ノ コ コ 牝4鹿 55 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 500＋12 〃 クビ 3．2

59 フジワンエンジェル 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 462± 01：13．53 123．6�
22 レアファインド 牝4鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 454－16 〃 ハナ 25．9�
47 シュエットヌーベル 牝3栗 52 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B446－ 6 〃 ハナ 90．9
815� マイハーベスト 牝4鹿 55 田中 勝春西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 462＋ 41：13．6クビ 60．4�
610 スズカプリティー 牝6鹿 55

53 △伴 啓太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B470＋ 41：14．02� 328．6�
11 ホ ノ カ 牝3鹿 52 内田 博幸�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 472－101：14．1� 14．0�
35 リオファンク 牝3鹿 52 佐藤 友則阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 482＋141：15．16 160．6�

（笠松）

46 エ ル ヴ ス 牝3栗 52
51 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464± 01：15．84 217．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，865，200円 複勝： 45，865，300円 枠連： 16，838，400円
馬連： 74，266，800円 馬単： 36，910，700円 ワイド： 42，343，700円
3連複： 90，675，300円 3連単： 127，487，400円 計： 467，252，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 430円 � 400円 枠 連（2－8） 1，620円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 930円 �� 970円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 35，100円

票 数

単勝票数 計 328652 的中 � 90064（1番人気）
複勝票数 計 458653 的中 � 100361（2番人気）� 23505（8番人気）� 25560（7番人気）
枠連票数 計 168384 的中 （2－8） 8009（8番人気）
馬連票数 計 742668 的中 �� 25681（8番人気）
馬単票数 計 369107 的中 �� 8022（14番人気）
ワイド票数 計 423437 的中 �� 11934（10番人気）�� 11376（12番人気）�� 3022（32番人気）
3連複票数 計 906753 的中 ��� 7076（31番人気）
3連単票数 計1274874 的中 ��� 2633（112番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．4―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャバラード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．4．9 中山6着

2013．4．15生 牝4黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 11戦3勝 賞金 26，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 シュエットヌーベル号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
※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 カラカ号
※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。



21009 7月29日 曇 良 （29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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 � アースミステリー 牡3栗 54 津村 明秀 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck
Farm LLC B460＋ 2 54．9 17．5�

611 グラミスキャッスル 牝4鹿 55 石橋 脩飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 クビ 1．7�
816	 チェルカトーレ 牝5栗 55 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント B426－ 4 55．11
 13．7�
23 	 ニシノアンジュ 牝5栗 55 木幡 巧也西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 462＋ 4 55．42 117．8�
12 アッパレドンキ 牝4鹿 55 丸田 恭介廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 432＋12 55．5クビ 121．5�
36 プリンセスオーラ 牝4鹿 55 大野 拓弥大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 440－ 4 〃 ハナ 35．1	
612 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿52 北村 宏司岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 アタマ 18．4

35 ミキノドラマー 牡4鹿 57 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 480± 0 55．6
 14．7�
818 ダークプリンセス 牝3青鹿52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 410－ 8 〃 クビ 5．6
11 スノードーナツ 牝3黒鹿52 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 464＋16 55．91� 54．1�
713	 マイウェイレコード 牡4黒鹿57 野中悠太郎塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 B484－ 6 56．0
 275．4�
24 ソレイユフルール 牝3黒鹿52 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 6 56．1クビ 14．1�
47 � ピュアリーソリッド 牝5鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 456＋10 56．2� 84．9�
59 	 ランニングマン 牡3芦 54 菊沢 一樹杉浦 和也氏 石栗 龍彦 新ひだか 小野 秀治 480＋ 6 56．3� 328．4�
714 サンドベージュ 牝3栗 52 藤田菜七子 �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 460＋10 56．51
 21．2�
510 サンバダンサー 牝3栗 52 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 440＋10 56．71 324．8�
817 コウユーココロザシ 牝5鹿 55 内田 博幸加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 514－ 2 〃 クビ 33．7�
715� アンティクイーン 牝3栗 52 佐藤 友則西村 知也氏 笹野 博司 新ひだか 野表 篤夫 432－ 4 56．8クビ 357．2�

（笠松） （笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，666，100円 複勝： 60，888，700円 枠連： 30，347，100円
馬連： 110，668，500円 馬単： 56，252，300円 ワイド： 61，456，200円
3連複： 153，859，000円 3連単： 231，039，400円 計： 746，177，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 310円 � 110円 � 280円 枠 連（4－6） 1，060円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，230円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 416661 的中 � 19041（6番人気）
複勝票数 計 608887 的中 � 33145（6番人気）� 252353（1番人気）� 36512（5番人気）
枠連票数 計 303471 的中 （4－6） 22101（4番人気）
馬連票数 計1106685 的中 �� 59958（6番人気）
馬単票数 計 562523 的中 �� 8598（16番人気）
ワイド票数 計 614562 的中 �� 26042（6番人気）�� 6512（26番人気）�� 37471（4番人気）
3連複票数 計1538590 的中 ��� 28722（12番人気）
3連単票数 計2310394 的中 ��� 4877（107番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．9―10．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―21．8―32．7―43．2

上り4F43．2－3F33．1
勝馬の
紹 介

�アースミステリー �
�
父 Overdriven �

�
母父 Crusader Sword デビュー 2016．12．11 中山8着

2014．4．9生 牡3栗 母 Terry M. 母母 Appealing Brunette 6戦2勝 賞金 17，647，000円
〔騎手変更〕 コウユーココロザシ号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クラウンスカイ号・サトノアイリ号・シングンガガ号・テセラプルーニア号・ヒマラヤキンラン号・ホザンナ号
※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29日 曇 良 （29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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

811 ストーミーシー 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 522＋ 21：33．7 4．4�
812 ショウナンアンセム 牡4芦 57 岩田 康誠�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 474－ 2 〃 ハナ 7．9�
44 ハ ウ メ ア 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464＋12 〃 ハナ 6．3�
33 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 4 〃 クビ 12．4�
22 ナ ヴ ィ オ ン 牡5鹿 57 津村 明秀�橋口 手塚 貴久 日高 浜本牧場 480＋ 61：33．8� 7．1	
55 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 クビ 4．2

710 ショウボート 牡5栗 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 16．1�
11 タガノカムイ 牡5栗 57 吉田 豊八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 41：33．9クビ 33．6�
67 ニシノジャーニー 牡4青鹿57 佐藤 友則西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440－ 21：34．21	 25．4
（笠松）

68 マイネルディアベル 牡6青鹿57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 462－ 41：34．3	 274．1�

56 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 21：34．51
 8．5�

79 ティルナノーグ �5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 8 〃 クビ 34．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，147，600円 複勝： 83，318，300円 枠連： 29，658，800円
馬連： 138，958，100円 馬単： 53，606，700円 ワイド： 67，873，000円
3連複： 161，939，300円 3連単： 215，376，800円 計： 799，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 220円 � 230円 枠 連（8－8） 2，120円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 730円 �� 860円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 28，280円

票 数

単勝票数 計 491476 的中 � 89346（2番人気）
複勝票数 計 833183 的中 � 152966（1番人気）� 94454（3番人気）� 85250（5番人気）
枠連票数 計 296588 的中 （8－8） 10817（11番人気）
馬連票数 計1389581 的中 �� 52319（7番人気）
馬単票数 計 536067 的中 �� 10882（11番人気）
ワイド票数 計 678730 的中 �� 24064（8番人気）�� 20147（10番人気）�� 19633（11番人気）
3連複票数 計1619393 的中 ��� 21286（17番人気）
3連単票数 計2153768 的中 ��� 5520（81番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．1―12．3―12．0―11．3―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．1―36．2―48．5―1：00．5―1：11．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーミーシー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．2．3生 牡4栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 20戦2勝 賞金 75，176，000円
〔騎手変更〕 タガノカムイ号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 ナンヨーアミーコ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金50，000円。（被害馬：6番）
※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。



21011 7月29日 曇 良 （29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，28．7．30以降29．7．23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

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 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

78 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿52 戸崎 圭太山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470＋181：58．1 3．0�
44 ロイカバード 牡4黒鹿57．5 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：58．2� 6．4�
55 グランドサッシュ 牡6黒鹿55 岩田 康誠 �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 460± 0 〃 クビ 9．7�
11 シャドウウィザード �7黒鹿54 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 484＋ 21：58．51	 37．7�
89 クリノラホール 牝4芦 55 佐藤 友則栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452± 0 〃 ハナ 10．4�

（笠松）

33 ケンホファヴァルト 牡4鹿 56 柴田 善臣中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 462＋ 41：58．6� 3．9	

66 ウインオリアート 牝6黒鹿50 菊沢 一樹
ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 458＋14 〃 クビ 66．4�
810
 レッドルーファス 牡7栗 56 大野 拓弥 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 510－ 41：58．81� 9．3�
22 マローブルー 牝6鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス
 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 468＋101：59．43� 6．1
77 サンマルホーム 牡7栗 53 西村 太一相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B428－ 61：59．61� 172．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 80，957，900円 複勝： 90，674，300円 枠連： 35，051，800円
馬連： 223，516，600円 馬単： 97，730，700円 ワイド： 96，718，500円
3連複： 270，414，900円 3連単： 489，504，800円 計： 1，384，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 210円 � 210円 枠 連（4－7） 1，390円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 620円 �� 580円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 16，280円

票 数

単勝票数 計 809579 的中 � 209092（1番人気）
複勝票数 計 906743 的中 � 181037（1番人気）� 100911（5番人気）� 103049（4番人気）
枠連票数 計 350518 的中 （4－7） 19455（8番人気）
馬連票数 計2235166 的中 �� 121488（5番人気）
馬単票数 計 977307 的中 �� 33299（7番人気）
ワイド票数 計 967185 的中 �� 40558（8番人気）�� 43666（7番人気）�� 20159（19番人気）
3連複票数 計2704149 的中 ��� 52065（19番人気）
3連単票数 計4895048 的中 ��� 21791（67番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．6―11．8―12．2―12．1―11．9―11．4―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―35．8―47．6―59．8―1：11．9―1：23．8―1：35．2―1：46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッカフラベイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．11．24 東京1着

2012．1．19生 牝5黒鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 22戦4勝 賞金 79，879，000円
〔騎手変更〕 シャドウウィザード号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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。

21012 7月29日 曇 良 （29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

47 ホウオウマリリン 牝4栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 410＋ 21：12．5 3．1�
713 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 518＋ 6 〃 ハナ 7．7�
22 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57 柴田 大知千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 490－ 61：12．71� 5．7�
34 � チビノヴァルタン 牝4鹿 55 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448－ 8 〃 アタマ 62．8�
59 ヴ ォ ー ガ 牡3栗 54 的場 勇人一村 哲也氏 高木 登 新ひだか グランド牧場 464± 01：12．8� 9．0�
35 スマートダイバー 牡6栗 57 田中 勝春大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 498＋ 61：13．01� 12．6�
611 サンマルライバル 牡3青鹿54 横山 典弘相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 466－181：13．21� 20．5	
23 ノットオンリー 牡3鹿 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 432＋ 61：13．3クビ 52．3

46 リトルレグルス 牡3鹿 54 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 480－18 〃 クビ 9．9�
815 ガッテンパートナー 牡3栗 54 柴田 善臣大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 448－ 61：13．5	 36．4�
610 チェアーグライド 牡3栗 54 吉田 豊 社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 506＋ 41：13．71� 6．7�
814 セイウンオセアン 牡5鹿 57

54 ▲武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 460－ 41：13．8	 16．3�
712 ハタノアデール 牝3栗 52

49 ▲菊沢 一樹 グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 464＋ 21：14．22� 83．4�

58 � プレーゴブレッサ 牡5芦 57
56 ☆木幡 巧也大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 飛野牧場 B502－ 81：16．1大差 268．5�

（14頭）
11 イデアオブダンディ 牡4栗 57 岩田 康誠益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 58，772，400円 複勝： 82，100，100円 枠連： 37，593，200円
馬連： 151，856，000円 馬単： 66，644，700円 ワイド： 87，284，000円
3連複： 211，092，800円 3連単： 298，243，600円 計： 993，586，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 240円 � 170円 枠 連（4－7） 950円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 差引計 587724（返還計 3067） 的中 � 150705（1番人気）
複勝票数 差引計 821001（返還計 3012） 的中 � 179129（1番人気）� 71664（4番人気）� 121415（2番人気）
枠連票数 差引計 375932（返還計 5698） 的中 （4－7） 30615（3番人気）
馬連票数 差引計1518560（返還計 24321） 的中 �� 88767（3番人気）
馬単票数 差引計 666447（返還計 9466） 的中 �� 25004（3番人気）
ワイド票数 差引計 872840（返還計 12307） 的中 �� 44735（3番人気）�� 74618（1番人気）�� 24545（9番人気）
3連複票数 差引計2110928（返還計 58055） 的中 ��� 67637（4番人気）
3連単票数 差引計2982436（返還計 84351） 的中 ��� 24386（5番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．0―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウマリリン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2015．10．18 東京2着

2013．5．2生 牝4栗 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 16戦2勝 賞金 24，800，000円
〔出走取消〕 イデアオブダンディ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 チェアーグライド号の騎手吉田隼人は，第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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 ナンヨーアイリッド号



（29新潟2）第1日 7月29日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

182，370，000円
5，060，000円
14，780，000円
1，290，000円
20，110，000円
68，858，000円
4，524，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
467，543，600円
635，890，700円
254，525，300円
1，065，493，900円
504，953，200円
582，906，200円
1，365，525，100円
2，012，856，500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 6，889，694，500円

総入場人員 10，330名 （有料入場人員 8，785名）
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