
21061 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6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

712 ハーモニーライズ 牡2黒鹿54 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 480＋ 21：13．5 3．6�
23 ファーマメント 牡2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 506＋ 81：13．6� 8．7�
58 ヴィグラスファイア 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 萩原 清 新ひだか 久井牧場 470－ 41：14．13 2．2�
611 タマスカイブルー 牡2青鹿54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470± 01：14．2� 6．9�
713 ジャベルアンドレ 牝2鹿 54 石橋 脩髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 526－ 2 〃 クビ 21．9�
814 ショウナンダズル 牝2青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 504－ 61：14．51� 20．4	
11 スマイルサンティエ 牝2鹿 54 柴田 大知福澤 真吾氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 470＋121：14．71� 91．1

610 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 436－ 4 〃 ハナ 206．3�
47 カシノベスト 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三宅牧場 420＋ 21：15．44 136．5�
59 ヴァローレネロ 牡2青 54 内田 博幸程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 436＋ 81：15．5� 16．0
35 ビッグフライト 牡2芦 54 吉田 豊 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 458－ 21：15．6クビ 333．4�
815 バイクトライアル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 436± 0 〃 クビ 395．8�
46 コントラスト 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 450＋ 21：15．81� 122．0�
34 ク レ マ ン 牝2芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 464－ 61：15．9クビ 98．8�
22 エルノヴィオ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 458－14 〃 アタマ 293．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，091，300円 複勝： 41，012，600円 枠連： 12，295，600円
馬連： 54，667，300円 馬単： 30，305，900円 ワイド： 31，825，100円
3連複： 71，811，800円 3連単： 107，731，000円 計： 379，740，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（2－7） 1，370円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 540円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 9，550円

票 数

単勝票数 計 300913 的中 � 69003（2番人気）
複勝票数 計 410126 的中 � 65233（2番人気）� 35205（4番人気）� 169814（1番人気）
枠連票数 計 122956 的中 （2－7） 6914（6番人気）
馬連票数 計 546673 的中 �� 22697（7番人気）
馬単票数 計 303059 的中 �� 6753（12番人気）
ワイド票数 計 318251 的中 �� 12944（6番人気）�� 50330（1番人気）�� 21569（3番人気）
3連複票数 計 718118 的中 ��� 52892（2番人気）
3連単票数 計1077310 的中 ��� 8177（26番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーモニーライズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．9 福島2着

2015．4．19生 牡2黒鹿 母 ファイヤーオパール 母母 ファミリアーリング 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 スマイルサンティエ号の調教師黒岩陽一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エコロプリンセス号・シゲルジャンボイモ号・スタービレ号・ニシノオリーブ号・マプランセス号

21062 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6日 第2競走 ��
��1，800�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 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

58 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 496＋101：55．8 3．3�
11 ア ロ エ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406± 01：56．12 114．4�

46 センノギモーヴ 牝3栗 54 西田雄一郎浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 428＋ 61：56．31� 26．1�
611 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B508－ 2 〃 クビ 2．9�
815 チケットトゥライド 牡3鹿 56 石橋 脩松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 498＋ 21：56．4クビ 15．6�
713 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 462－ 21：57．03� 37．9�
712 バッケンシェール 牡3鹿 56 津村 明秀	G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 470＋ 21：57．1クビ 14．7

610 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 486＋ 81：57．42 38．7�
47 モリトシラギク 牝3芦 54 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 476＋101：57．72 32．8�
23 	 オルファリオン 牡3青鹿56 北村 宏司 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B528＋ 41：57．91� 9．6

814 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 458－ 31：58．43 20．3�

35 コンサバボーイ 牡3青鹿 56
54 △伴 啓太廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 浦河 岡本牧場 494± 01：58．93 26．4�

22 	 コスモライジン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 米 Brandy-
wine Farm B452± 01：59．53� 6．8�

34 コーリンスライム 牡3鹿 56 柴田 善臣伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 470＋ 22：00．45 254．3�
59 シンパンジャ 牡3黒鹿56 松若 風馬深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 480－ 62：00．93 76．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，117，800円 複勝： 30，965，400円 枠連： 13，304，100円
馬連： 51，608，100円 馬単： 25，085，300円 ワイド： 31，240，900円
3連複： 67，649，400円 3連単： 82，237，400円 計： 325，208，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 3，300円 � 540円 枠 連（1－5） 19，860円

馬 連 �� 30，390円 馬 単 �� 45，330円

ワ イ ド �� 8，620円 �� 1，230円 �� 24，120円

3 連 複 ��� 140，930円 3 連 単 ��� 693，280円

票 数

単勝票数 計 231178 的中 � 55757（2番人気）
複勝票数 計 309654 的中 � 62120（2番人気）� 1921（14番人気）� 13298（9番人気）
枠連票数 計 133041 的中 （1－5） 519（27番人気）
馬連票数 計 516081 的中 �� 1316（58番人気）
馬単票数 計 250853 的中 �� 415（100番人気）
ワイド票数 計 312409 的中 �� 920（70番人気）�� 6796（12番人気）�� 327（87番人気）
3連複票数 計 676494 的中 ��� 360（219番人気）
3連単票数 計 822374 的中 ��� 86（1148番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．4―13．1―12．6―12．3―13．1―13．7―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―49．7―1：02．3―1：14．6―1：27．7―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F41．2
1
3
15（9，11）－（6，8）（1，2，5）（3，10）（4，7）－（12，13，14）
15，11，8－（9，6）1（10，2）3（7，5）12，13－（4，14）

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

勝馬の
紹 介

サ ン シ ロ ウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．3．11 中山13着

2014．5．14生 牡3鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 8戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンパンジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ノーチェデパス号・ブレイブウォリアー号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第６日



21063 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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

715 エリティエール 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 432－ 81：48．0 17．1�
47 スパイラルダイブ 牡3青鹿56 川田 将雅�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 4 〃 クビ 3．2�
817 ルックアットミー 牝3鹿 54 横山 典弘髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 456－ 61：48．1クビ 16．9�
12 バブルウィズジョイ 牝3芦 54 M．デムーロ �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 492＋121：48．31� 5．9�
713 ゲートウェイアーチ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 432＋ 6 〃 クビ 9．5	
35 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 438＋ 61：48．4クビ 4．3

23 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 460＋ 2 〃 ハナ 6．5�
48 アクセルゼンカイ 牡3栗 56 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 99．8�
24 ジャガーゲイム �3栗 56 江田 照男山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：48．5� 34．7
36 レッドカイラス �3栗 56

53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：49．35 59．2�
59 コロンコロンカフェ 牝3鹿 54 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 428＋ 2 〃 クビ 268．9�
611 キープスマイル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 438＋ 81：49．51� 173．7�

816 ウラドラブルース 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新冠 森永 聡 436－ 41：49．6クビ 495．3�

11 グローリアスゼーレ 牝3鹿 54 内田 博幸日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460＋ 81：50．02� 33．0�
818 トーアアテナ 牝3芦 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478± 0 〃 ハナ 171．9�
510 レッドオリアナ 牝3栗 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 18．2�
612 ニーマルジット 牡3鹿 56

54 △伴 啓太板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B430－ 81：50．42� 571．6�
714 ム ッ ク ン 牡3鹿 56 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 494－ 41：51．03� 258．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，796，200円 複勝： 44，379，400円 枠連： 15，646，000円
馬連： 64，530，000円 馬単： 28，000，200円 ワイド： 38，267，200円
3連複： 82，798，900円 3連単： 98，162，100円 計： 406，580，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 440円 � 160円 � 330円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 2，520円 �� 850円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 68，030円

票 数

単勝票数 計 347962 的中 � 16202（7番人気）
複勝票数 計 443794 的中 � 21894（7番人気）� 90277（1番人気）� 31470（6番人気）
枠連票数 計 156460 的中 （4－7） 12512（4番人気）
馬連票数 計 645300 的中 �� 15897（12番人気）
馬単票数 計 280002 的中 �� 2524（34番人気）
ワイド票数 計 382672 的中 �� 8066（13番人気）�� 3786（29番人気）�� 11979（9番人気）
3連複票数 計 827989 的中 ��� 5283（40番人気）
3連単票数 計 981621 的中 ��� 1046（233番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．7―12．9―12．6―11．6―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．5―1：01．4―1：14．0―1：25．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．0
3 4，5（2，14）11（7，17）（3，13）（6，18）10（9，15）16，1（12，8） 4 4，5（2，14）（11，13）（7，3，17）（9，6，10，18）15，1（16，8）12

勝馬の
紹 介

エリティエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2017．2．25 中山9着

2014．4．19生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファンシーアモン号
（非抽選馬） 1頭 ゴールデンチャンス号

21064 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6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 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
1：09．2
1：08．7

重
重

46 シャインヴィットゥ 牡3芦 56
53 ▲武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 468＋ 21：12．4 1．8�

59 キロロチャン 牝3鹿 54 吉田 豊�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 460－ 21：12．72 8．5�
611 レアリティバイオ 牡3鹿 56 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 504－ 61：12．91� 19．7�
712 アレジャポン 牡3黒鹿56 丸田 恭介吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 452± 01：13．32� 50．8�
35 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 嶋田 純次木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 478－ 8 〃 クビ 73．2�
47 ニシノキスミー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 444＋ 6 〃 アタマ 12．9	
23 セブンレジェンド 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 498－ 21：13．4クビ 12．7

22 ユキノレーヌ 牝3栗 54 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 420＋ 21：13．72 21．6�
34 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸成田 隆好氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 460－ 81：13．91 10．2�
11 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 462± 01：14．0� 229．7
610 ハニーポット 牝3栗 54 宮崎 北斗平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 444－ 21：14．1� 18．1�
814 キ ッ プ ヨ シ 牡3鹿 56 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 470± 01：14．31 21．5�
713 バンリノユウシャ 牡3鹿 56 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 518＋ 41：15．36 37．1�
815 ネバービーンベター 牝3青鹿54 杉原 誠人西城 公雄氏 松永 康利 日高 坂戸 節子 464± 01：15．83 123．4�
58 マ ラ ン 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：16．12 12．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，546，400円 複勝： 44，704，700円 枠連： 16，839，900円
馬連： 60，963，700円 馬単： 31，487，300円 ワイド： 40，558，600円
3連複： 82，156，100円 3連単： 108，033，600円 計： 414，290，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 280円 � 350円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 390円 �� 820円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 23，750円

票 数

単勝票数 計 295464 的中 � 125097（1番人気）
複勝票数 計 447047 的中 � 144095（1番人気）� 31913（6番人気）� 23683（8番人気）
枠連票数 計 168399 的中 （4－5） 21915（1番人気）
馬連票数 計 609637 的中 �� 49326（2番人気）
馬単票数 計 314873 的中 �� 14721（3番人気）
ワイド票数 計 405586 的中 �� 29596（2番人気）�� 12503（6番人気）�� 2939（40番人気）
3連複票数 計 821561 的中 ��� 7910（29番人気）
3連単票数 計1080336 的中 ��� 3297（67番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインヴィットゥ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．15生 牡3芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 7戦1勝 賞金 12，350，000円
〔発走状況〕 ハニーポット号は，枠入り不良。
〔制裁〕 シャインヴィットゥ号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・4番・2番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 タニセンジュピター号・ファシル号・マッジョネラ号・レディーフランソワ号



21065 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

510 クレバーバード 牡2青 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：37．0 18．5�

714 ブラックジルベルト 牡2黒鹿54 池添 謙一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 460 ― 〃 クビ 5．4�
36 マイネルテンプス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：37．31� 51．2�
816 パクスアメリカーナ 牡2芦 54 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：37．51� 3．5�
612 モ ン ツ ァ 牡2黒鹿54 内田 博幸吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514 ―1：37．6� 4．4	
713 ク ク ル カ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 454 ― 〃 クビ 6．1

818 ジ ュ ヴ ィ 牝2鹿 54 石橋 脩井高 義光氏 松下 武士 新ひだか 井高牧場 454 ―1：37．7クビ 36．5�
11 ア シ ェ ッ ト 牝2鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 442 ―1：38．02 263．5�
35 ハ ン ド リ ー 牝2栗 54 武士沢友治大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 434 ―1：38．21� 109．8
12 ランウェイデビュー 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478 ―1：38．41� 11．4�
817 ファーマフローラ 牝2青鹿54 津村 明秀中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 420 ―1：38．5� 133．7�
47 アイスフェアリー 牝2栗 54 松若 風馬吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．71� 16．7�
715 コウユーホクト 牡2鹿 54 吉田 豊加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486 ― 〃 クビ 170．0�
611 コスモハーキュリー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：38．8� 237．5�
24 ファーストペンギン 牡2鹿 54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 平取 びらとり牧場 490 ―1：39．01� 39．7�
59 ハタノルミエール 牝2栗 54 横山 典弘 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 452 ― 〃 クビ 71．1�
23 ブラウローゼット 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 458 ―1：39．1クビ 146．3�
48 スコーピオンキング 牡2栗 54 田中 勝春四本 昭弘氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 444 ―1：40．69 175．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，400，300円 複勝： 35，758，700円 枠連： 16，584，600円
馬連： 59，181，100円 馬単： 30，043，100円 ワイド： 35，362，100円
3連複： 75，245，700円 3連単： 93，396，900円 計： 378，972，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 460円 � 210円 � 1，160円 枠 連（5－7） 1，790円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 12，400円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 6，850円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 59，400円 3 連 単 ��� 327，110円

票 数

単勝票数 計 334003 的中 � 15259（7番人気）
複勝票数 計 357587 的中 � 19285（7番人気）� 55540（3番人気）� 6773（10番人気）
枠連票数 計 165846 的中 （5－7） 7143（8番人気）
馬連票数 計 591811 的中 �� 10391（17番人気）
馬単票数 計 300431 的中 �� 1817（41番人気）
ワイド票数 計 353621 的中 �� 6628（16番人気）�� 1309（50番人気）�� 2356（34番人気）
3連複票数 計 752457 的中 ��� 950（121番人気）
3連単票数 計 933969 的中 ��� 207（638番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―13．2―12．6―11．4―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．5―50．7―1：03．3―1：14．7―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．7
3 7，10（6，14）（3，8）（11，16）（2，4，12）（13，15）1，9（18，5）17 4 ・（7，10）（6，14）（3，8，11，16）（2，4，12）（1，13，15）18，9（17，5）

勝馬の
紹 介

クレバーバード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．4．11生 牡2青 母 クラックシード 母母 ファビラスキャット 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バトルガラクシア号

21066 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・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
1：53．8
1：50．9

良
不良

59 ルヴァンスレーヴ 牡2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486 ―1：54．8 3．4�

58 ビッグスモーキー 牡2鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 542 ―1：55．97 4．4�
611 ゴ ラ イ ア ス 牡2青鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 494 ― 〃 クビ 3．7�
23 アシャカデッシュ 牡2鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 500 ―1：57．510 10．6�
35 ポルカシュネル 牝2鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476 ―1：57．81� 51．0	
712 マイネルアンファン 牡2栗 54 宮崎 北斗 �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 474 ―1：58．11� 87．0

22 ノブイチパワー 牡2栗 54 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 新冠 前川 隆範 508 ― 〃 ハナ 37．0�
610 ロージズキング 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 506 ―1：59．710 91．9�
815 ランドキングスター 牡2鹿 54 柴田 善臣木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 494 ―2：00．65 39．3
34 � ラジオタイソウ 牡2鹿 54 蛯名 正義冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 478 ―2：00．7� 12．0�
47 ハギノアグレッシブ 牡2栗 54 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 474 ―2：01．23 11．6�
46 バトルローア 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―2：01．3クビ 86．2�
11 デルママティーニ 牡2栗 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―2：04．3大差 149．1�
713 タイセイゴーディー 牡2黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 464 ―2：04．4クビ 143．5�
814 グラスレガシー 牝2黒鹿54 石橋 脩伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 516 ―2：08．5大差 55．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，190，700円 複勝： 32，808，200円 枠連： 16，185，100円
馬連： 54，899，500円 馬単： 28，300，800円 ワイド： 31，851，400円
3連複： 68，006，500円 3連単： 89，441，700円 計： 354，683，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（5－5） 780円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 330円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 331907 的中 � 82397（1番人気）
複勝票数 計 328082 的中 � 69556（1番人気）� 48245（3番人気）� 68939（2番人気）
枠連票数 計 161851 的中 （5－5） 16079（3番人気）
馬連票数 計 548995 的中 �� 61516（2番人気）
馬単票数 計 283008 的中 �� 16276（3番人気）
ワイド票数 計 318514 的中 �� 26541（2番人気）�� 32098（1番人気）�� 23842（3番人気）
3連複票数 計 680065 的中 ��� 72187（1番人気）
3連単票数 計 894417 的中 ��� 18410（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．5―13．7―12．5―12．3―12．9―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．8―51．5―1：04．0―1：16．3―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンスレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2015．1．26生 牡2鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノアグレッシブ号・バトルローア号・デルママティーニ号・タイセイゴーディー号・

グラスレガシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月13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 スペースファルコン号



21067 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

48 ナムラムラサキ 牝3鹿 52 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 424＋ 21：46．5 3．7�
816 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 52 池添 謙一山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：46．71 5．1�
35 ミッキークロス 牝3青鹿52 松若 風馬野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 416－ 2 〃 ハナ 55．5�
714 レッドアルカナ 牝4鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484＋ 2 〃 ハナ 27．8�
817 サ ッ チ ン 牝3鹿 52 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 434＋121：46．8� 35．9�
59 ベストティアーズ 牝3青 52 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 476± 01：46．9� 14．9	
47 カ リ ン バ 牝3鹿 52 柴田 大知 
シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 414± 01：47．0� 13．7�
23 ベストレート 牝4鹿 55 江田 照男�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502± 01：47．21 57．5�
611 アピールバイオ 牝3鹿 52 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 446－ 2 〃 アタマ 10．1
612 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 55 石橋 脩 
キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 6．4�
815 レーヌジャルダン 牝3鹿 52 北村 宏司 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 448＋ 81：47．3クビ 16．9�
12 ゴールドエフォート 牝4栗 55 吉田 隼人 
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＋ 8 〃 クビ 122．2�
11 � ブランダルジャン 牝5芦 55

52 ▲武藤 雅河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：47．4� 113．6�
713 レッドミラベル 牝3芦 52 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448＋ 21：47．71� 5．0�
36 ミ ラ グ レ 牝3鹿 52

51 ☆小崎 綾也�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 462－ 21：47．8� 65．8�
24 � デルマアツヒメ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 394＋ 61：48．33 437．0�
510 ラブミラーボード 牝5芦 55

53 △伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 448＋ 21：49．36 331．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 36，496，400円 複勝： 54，557，100円 枠連： 22，051，200円
馬連： 80，788，200円 馬単： 34，387，200円 ワイド： 48，067，300円
3連複： 102，794，500円 3連単： 125，406，400円 計： 504，548，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 210円 � 1，130円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，140円 �� 6，350円

3 連 複 ��� 21，630円 3 連 単 ��� 93，150円

票 数

単勝票数 計 364964 的中 � 78300（1番人気）
複勝票数 計 545571 的中 � 106397（1番人気）� 69682（3番人気）� 9113（12番人気）
枠連票数 計 220512 的中 （4－8） 24967（2番人気）
馬連票数 計 807882 的中 �� 57269（1番人気）
馬単票数 計 343872 的中 �� 12934（2番人気）
ワイド票数 計 480673 的中 �� 28459（2番人気）�� 3764（35番人気）�� 1837（56番人気）
3連複票数 計1027945 的中 ��� 3563（78番人気）
3連単票数 計1254064 的中 ��� 976（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．2―47．7―1：00．1―1：12．4―1：23．9―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラムラサキ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．20 東京6着

2014．3．27生 牝3鹿 母 ナムラオーキッド 母母 ビストロドゥパリ 6戦2勝 賞金 17，530，000円
〔その他〕 ラブミラーボード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラブミラーボード号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月13日まで出走できない。

21068 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

715 ウィンドライジズ 牡3鹿 54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 456± 01：21．0 2．4�
24 � プロタゴニスト 牡6鹿 57

54 ▲武藤 雅佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 41：21．21	 48．4�

817
 マイネルアムニス 牡3芦 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph

Berglar 500＋10 〃 クビ 8．4�
12 ア プ ト 牝3黒鹿 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 438± 01：21．3クビ 6．0�

36 ステイウィズアンナ 牝3黒鹿52 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 400＋ 2 〃 クビ 33．9�
611 メモリーミネルバ 牝3鹿 52 吉田 豊島川 	哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 418－ 6 〃 アタマ 16．2

23 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 21：21．4クビ 21．7�
48 ロ ジ ム ー ン 牡3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444－ 21：21．5� 5．8�
816 インフルエンサー 牡3鹿 54 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 432± 0 〃 クビ 306．1
11 ヒラボクメジャー 牡3栗 54 柴田 善臣�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B492＋ 81：21．6� 94．8�
59 オーシャンビュー 牡4鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 440＋ 21：21．7� 31．2�
35 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 446± 0 〃 アタマ 8．7�
510� ポートレイト 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 426＋ 41：22．01� 85．3�
818 ローレルジャック 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 486＋ 21：22．85 143．3�
612� ラ マ レ 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 浦河日成牧場 486＋11 〃 クビ 161．4�
713 イエローマジック 牡3芦 54 池添 謙一村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 446± 01：22．9クビ 91．0�
47 ブライティアサイト 牝3黒鹿52 松若 風馬小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 482＋181：23．22 48．8�
714 サウンディングベル 牡3黒鹿54 吉田 隼人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 452＋261：24．58 157．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，480，100円 複勝： 46，837，600円 枠連： 19，508，700円
馬連： 92，783，100円 馬単： 41，197，800円 ワイド： 49，325，000円
3連複： 111，609，300円 3連単： 164，983，200円 計： 560，724，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 920円 � 300円 枠 連（2－7） 1，540円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 8，310円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 450円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 32，310円

票 数

単勝票数 計 344801 的中 � 114722（1番人気）
複勝票数 計 468376 的中 � 112754（1番人気）� 9783（12番人気）� 36126（6番人気）
枠連票数 計 195087 的中 （2－7） 9782（6番人気）
馬連票数 計 927831 的中 �� 11694（19番人気）
馬単票数 計 411978 的中 �� 3718（27番人気）
ワイド票数 計 493250 的中 �� 6460（21番人気）�� 31301（3番人気）�� 2092（48番人気）
3連複票数 計1116093 的中 ��� 6937（41番人気）
3連単票数 計1649832 的中 ��� 3701（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．1―45．5―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンドライジズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2016．7．9 函館2着

2014．3．27生 牡3鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 10戦2勝 賞金 31，859，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウォークロニクル号・ジョンブリアン号・スターオブペルシャ号・プルメリアブーケ号・ムーンマジェスティ号



21069 8月13日 曇 稍重 （29新潟2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．8．13以降29．8．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 コパノアラジン 牡4栗 56 M．デムーロ小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 512＋ 21：52．1 2．9�
712 カルムパシオン �4鹿 54 内田 博幸前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋101：52．41� 9．1�
46 ペガサスシャーイン 牡3芦 53 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 530＋ 81：52．72 3．4�
22 トレンドライン 牡3栗 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 21：53．12	 11．8�
11 ディアコンチェルト 牡5黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 466＋ 41：53．2	 9．6	
59 ソルプレーサ 牡5黒鹿55 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 518－ 41：53．51� 39．2

47 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 52 村田 一誠武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：53．92	 50．4�
610 ゴールドリーガル 牡6鹿 53 田中 勝春居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468＋ 41：54．21� 27．6�
815 ゼンノスサノヲ 牡6栗 54 松若 風馬大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 476＋ 51：54．41
 114．9
34 ブルーボサノヴァ 牝6栗 52 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 514± 01：54．61
 95．2�
713 イーグルフェザー 牡4鹿 57．5 横山 典弘 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 6．7�
35 オーサムレジェンド �5栗 55 伊藤 工真 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 494－121：54．91� 100．8�
611 キ ー タ イ プ 牡5栗 54 池添 謙一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 440－ 4 〃 ハナ 42．8�
23 キングカヌヌ 牡5芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B510＋12 〃 ハナ 39．4�
58 ダイチトゥルース 牡6黒鹿54 蛯名 正義 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456－101：55．21� 41．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，550，500円 複勝： 66，462，300円 枠連： 25，348，100円
馬連： 111，170，800円 馬単： 48，526，800円 ワイド： 61，903，200円
3連複： 143，761，200円 3連単： 197，301，500円 計： 700，024，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 220円 � 150円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 280円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 455505 的中 � 122083（1番人気）
複勝票数 計 664623 的中 � 144169（1番人気）� 60196（5番人気）� 125648（2番人気）
枠連票数 計 253481 的中 （7－8） 32425（2番人気）
馬連票数 計1111708 的中 �� 54223（5番人気）
馬単票数 計 485268 的中 �� 14744（7番人気）
ワイド票数 計 619032 的中 �� 25495（6番人気）�� 64303（1番人気）�� 21216（8番人気）
3連複票数 計1437612 的中 ��� 56752（4番人気）
3連単票数 計1973015 的中 ��� 13267（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．3―49．7―1：02．7―1：15．4―1：28．0―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コパノアラジン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．18 中京11着

2013．4．8生 牡4栗 母 スパイオブラヴ 母母 グロンシャール 23戦4勝 賞金 48，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラテラス号
（非抽選馬）11頭 アドマイヤピンク号・クリノフウジン号・ケルフロイデ号・コスモボアソルテ号・サンライズレーヴ号・

シーリーヴェール号・スケロク号・ノワールギャルソン号・メイショウグジョウ号・ラインハーディー号・
ロードプレステージ号

21070 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第10競走 ��
��1，400�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走15時10分 （芝・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

新潟市北区観光協会会長賞（1着）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 21：20．4 8．9�

612 アッラサルーテ 牝4栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484± 01：20．5� 12．0�
47 ドルチャーリオ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：20．6� 4．1�
35 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：20．81	 39．7�
59 ヴェアリアスサマー 牡6栗 57 野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 516－ 6 〃 アタマ 115．5�
48 アイリーグレイ 牝5芦 55 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B472＋ 21：20．9� 28．6	
11 
 レッドアフレイム 牡5鹿 57 川田 将雅 
東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 61：21．0� 53．4�
12 アルジャンテ 牝4芦 55 横山 典弘 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 クビ 3．5�
715 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 54 M．デムーロ小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484＋ 41：21．1クビ 10．2
36 リヴィエール 牝6芦 55 北村 宏司杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472± 0 〃 ハナ 123．4�
817 トーホウハニー 牝5鹿 55 蛯名 正義東豊物産
 田中 清隆 日高 竹島 幸治 436－ 61：21．2� 81．9�
23 フクノグローリア 牝5黒鹿55 二本柳 壮福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 466＋ 61：21．41	 350．0�
713 ニシノオタケビ 牡5鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480＋ 6 〃 クビ 231．2�
24 オルレアンローズ 牝4鹿 55 吉田 豊 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 486＋ 41：21．5� 11．2�
611 エイシンライダー 牡5黒鹿57 田中 勝春
栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 B492＋ 6 〃 クビ 281．9�
714 ダイイチターミナル 牡3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 436＋ 41：21．6� 30．3�
816 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 41：21．7� 38．8�
818
 ライズスクリュー 牝3栗 52 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 2 〃 クビ 5．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，349，800円 複勝： 77，753，000円 枠連： 30，447，600円
馬連： 149，729，400円 馬単： 58，964，200円 ワイド： 71，399，100円
3連複： 188，792，100円 3連単： 248，698，300円 計： 874，133，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 290円 � 180円 枠 連（5－6） 4，590円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 690円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 44，710円

票 数

単勝票数 計 483498 的中 � 43441（4番人気）
複勝票数 計 777530 的中 � 64226（5番人気）� 62733（6番人気）� 135305（2番人気）
枠連票数 計 304476 的中 （5－6） 5135（18番人気）
馬連票数 計1497294 的中 �� 23173（17番人気）
馬単票数 計 589642 的中 �� 5076（31番人気）
ワイド票数 計 713991 的中 �� 11404（15番人気）�� 27225（5番人気）�� 26724（6番人気）
3連複票数 計1887921 的中 ��� 25150（15番人気）
3連単票数 計2486983 的中 ��� 4032（131番人気）

ハロンタイム 12．5―10．3―10．8―11．4―12．1―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．8―33．6―45．0―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ネ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2015．2．8 京都1着

2012．3．24生 牡5鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 11戦4勝 賞金 50，337，000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 マンカストラップ号
（非抽選馬） 3頭 ナンヨーアミーコ号・ペルソナリテ号・マイネルディアベル号



21071 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第52回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

新潟県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 マルターズアポジー 牡5鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528± 01：32．2 12．1�
815 ウインガニオン 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 494± 01：32．41	 6．6�
510 ダノンリバティ 牡5鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 9．4�
611 ヤングマンパワー 牡5黒鹿57 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 532＋161：32．5
 11．0�
11 ダノンプラチナ 牡5芦 56 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 492＋12 〃 アタマ 12．8�
714 ロードクエスト 牡4鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 454－ 8 〃 クビ 6．1	
35 ロサギガンティア 牡6青 57 大野 拓弥 
社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534－ 41：32．71	 100．8�
12 � レッドレイヴン 牡7青鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 516－ 4 〃 アタマ 167．5�
47 � ショウナンバッハ 牡6鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B448＋ 4 〃 ハナ 182．5
816 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿55 吉田 隼人國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 488－ 2 〃 アタマ 29．0�
24 トーセンデューク 牡6鹿 56 小崎 綾也島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 21：32．9 71．7�
36 メートルダール 牡4鹿 56 M．デムーロ 
キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：33．32
 4．2�
48 オールザゴー 牡3鹿 53 内田 博幸 
サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 アタマ 26．3�
713 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 480＋ 2 〃 アタマ 17．2�
612 ブラックムーン 牡5鹿 56 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 504＋ 21：33．61 6．4�
59 クラリティスカイ 牡5鹿 56 横山 典弘杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 500＋ 41：33．7 36．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 256，374，500円 複勝： 365，906，100円 枠連： 155，317，900円
馬連： 814，764，200円 馬単： 312，526，800円 ワイド： 400，942，400円
3連複： 1，297，110，400円 3連単： 1，990，076，600円 計： 5，593，018，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 500円 � 300円 � 270円 枠 連（2－8） 5，010円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 13，300円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 2，080円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 22，140円 3 連 単 ��� 131，710円

票 数

単勝票数 計2563745 的中 � 168827（7番人気）
複勝票数 計3659061 的中 � 174167（9番人気）� 333062（5番人気）� 379811（4番人気）
枠連票数 計1553179 的中 （2－8） 24023（22番人気）
馬連票数 計8147642 的中 �� 87831（31番人気）
馬単票数 計3125268 的中 �� 17618（59番人気）
ワイド票数 計4009424 的中 �� 41074（32番人気）�� 49382（30番人気）�� 89981（12番人気）
3連複票数 計12971104 的中 ��� 43933（80番人気）
3連単票数 計19900766 的中 ��� 10954（499番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―46．6―57．9―1：09．0―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡5鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 22戦8勝 賞金 206，877，000円
〔制裁〕 ダノンリバティ号の調教師音無秀孝は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

ダノンリバティ号の騎手松若風馬は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

21072 8月13日 曇 良 （29新潟2）第6日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

36 プリティマックス 牝3栗 52 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 434＋ 6 55．3 9．0�
715 トワイライトライフ 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 6 55．4� 11．2�

713 フ ァ ド 牝4栗 55 丸田 恭介 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 502＋ 6 〃 ハナ 6．5�

612� ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 B520＋ 2 〃 クビ 44．9�
59 クラウンルシフェル 牡6栗 57

54 ▲武藤 雅�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B492± 0 55．5クビ 36．9	
24 クラウンアゲン 牝4青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 434＋10 〃 クビ 13．9

23 グラミスキャッスル 牝4鹿 55 M．デムーロ飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 474＋ 4 55．6� 1．8�
714 サトノアイリ 牝4黒鹿55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 434＋ 2 〃 クビ 20．6�
510 フリームーヴメント 牡4栗 57 北村 宏司ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 456± 0 55．7クビ 58．1
12 � シベリアンマッシブ 牡5黒鹿57 柴田 大知藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 482－ 8 55．8� 140．8�
11 ニシノオウカン 牡3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 448－ 8 56．01� 26．6�
818 ユイノルフィ 牡3栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 460＋14 56．1クビ 18．9�
48 プエルトプリンセサ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 432－ 2 56．31	 38．3�
611� スズカブレーン 牡5鹿 57

55 △伴 啓太永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B478－ 2 56．51	 84．4�
47 � ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 508＋ 6 〃 ハナ 97．7�
817� テセラプルーニア 牝3鹿 52 武士沢友治木村 直樹氏 天間 昭一 様似 様似共栄牧場 486＋12 56．71	 88．7�
35 タルトオポム 牡6黒鹿57 嶋田 純次野本 巧氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448－ 8 56．8� 301．3�

（17頭）
816� ニシノアンジュ 牝5栗 55 大野 拓弥西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 468＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 79，786，900円 複勝： 93，054，600円 枠連： 67，338，700円 馬連： 148，578，400円 馬単： 79，425，800円
ワイド： 88，134，700円 3連複： 182，391，600円 3連単： 295，116，400円 5重勝： 462，242，300円 計： 1，496，069，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 310円 � 210円 枠 連（3－7） 2，250円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，010円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 64，850円

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

キャリーオーバー なし����� 8，514，980円

票 数

単勝票数 差引計 797869（返還計107982） 的中 � 70461（3番人気）
複勝票数 差引計 930546（返還計157283） 的中 � 90822（3番人気）� 71895（4番人気）� 128860（2番人気）
枠連票数 計 673387 的中 （3－7） 23109（9番人気）
馬連票数 差引計1485784（返還計490477） 的中 �� 20377（17番人気）
馬単票数 差引計 794258（返還計254350） 的中 �� 4856（36番人気）
ワイド票数 差引計 881347（返還計303052） 的中 �� 12601（18番人気）�� 22780（8番人気）�� 21561（9番人気）
3連複票数 差引計1823916（返還計1039290） 的中 ��� 14373（29番人気）
3連単票数 差引計2951164（返還計1786600） 的中 ��� 3299（201番人気）
5重勝票数 差引計4622423（返還計750250） 的中 ����� 38

ハロンタイム 12．0―10．4―10．6―10．5―11．8

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

上り4F43．3－3F32．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティマックス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．3．30生 牝3栗 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア 7戦2勝 賞金 18，971，000円
〔競走除外〕 ニシノアンジュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右腕節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノアンジュ号は，平成29年8月14日から平成29年9月12日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キャラメルフレンチ号・マイティジャック号
（非抽選馬） 2頭 マイウェイレコード号・ミキノドラマー号

３レース目
５レース目



（29新潟2）第6日 8月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 197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
厩務員出走奨励金

239，550，000円
16，660，000円
1，860，000円
27，900，000円
78，375，000円
5，394，000円
1，891，200円

勝馬投票券売得金
685，180，900円
934，199，700円
410，867，500円
1，743，663，800円
748，251，200円
928，877，000円
2，474，127，500円
3，600，585，100円
462，242，300円
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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 11，987，995，000円

総入場人員 14，847名 （有料入場人員 12，868名）
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