
21085 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

814 アトレヴィード 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：23．1 1．9�
35 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± 01：23．31� 7．8�
11 アースフライト 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 410± 0 〃 ハナ 16．1�
610 ゴールドシャッツ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：23．51� 12．9�
58 スピードウイング 牡2鹿 54 江田 照男池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 452＋ 41：23．6クビ 44．8�
59 ノーホームワーク 牡2芦 54 吉田 豊 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 476＋101：23．7� 305．6	
23 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± 0 〃 ハナ 145．1

46 レ ッ プ ウ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 452－ 41：23．8� 184．0�
34 ミヤビチーター 牡2鹿 54 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 460－101：24．01	 3．8�
712 ニシノアリオス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 440－ 2 〃 クビ 20．1
713 シゲルソラマメ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 新井 昭二 438＋ 21：24．21	 235．5�
611 サイモンジルバ 牝2鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 458－ 41：24．3� 182．2�
47 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± 01：24．83 33．8�
815 ポイズンピル 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 434－ 81：25．12 71．0�
22 スロットマシーン 牡2青鹿54 江田 勇亮田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 424± 01：25．52� 426．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，169，700円 複勝： 28，134，400円 枠連： 13，956，100円
馬連： 49，945，500円 馬単： 28，200，100円 ワイド： 29，039，200円
3連複： 67，444，000円 3連単： 96，492，300円 計： 337，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 240円 枠 連（3－8） 220円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 350円 �� 570円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 241697 的中 � 104509（1番人気）
複勝票数 計 281344 的中 � 85566（1番人気）� 37519（3番人気）� 22374（5番人気）
枠連票数 計 139561 的中 （3－8） 48620（1番人気）
馬連票数 計 499455 的中 �� 49136（2番人気）
馬単票数 計 282001 的中 �� 19536（3番人気）
ワイド票数 計 290392 的中 �� 23040（2番人気）�� 12820（6番人気）�� 8320（10番人気）
3連複票数 計 674440 的中 ��� 20477（6番人気）
3連単票数 計 964923 的中 ��� 8922（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―12．1―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．7―46．8―59．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アトレヴィード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．2 中京2着

2015．4．25生 牝2鹿 母 クラヴェジーナ 母母 ムーンライトダンス 2戦1勝 賞金 7，800，000円

21086 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 ニシノレディー 牝3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 440＋ 81：12．8 21．0�
611 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 432－ 41：13．12 5．6�
815 クルクルミラクル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 470± 01：13．2� 44．3�
712 マンハッタンガール 牝3鹿 54 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 474－ 61：13．3� 7．2�
11 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 460－101：13．4� 3．3�
35 クオリティスタート 牝3栗 54

52 △伴 啓太大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 B494± 01：13．5� 24．4�
713 シゲルパンダ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 386－ 8 〃 クビ 10．7	
23 サウスカップ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也
須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式
会社
須野牧場 428＋ 71：13．81� 28．0�

47 ウェルカムキッス 牝3青鹿54 内田 博幸石川 貴久氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：13．9� 4．8�
46 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 434＋ 61：14．0� 74．7
58 サ ン セ リ テ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�下河辺牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 470＋101：14．21 10．9�
22 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 398＋ 61：15．58 14．2�
814 レッドティフォン 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 402－ 81：16．56 188．6�
610 セレステアルスター 牝3青鹿54 武士沢友治�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 420－ 2 〃 ハナ 290．5�
59 タ イ ジ ェ ン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子寺田 心平氏 大和田 成 日高 ファニーヒルファーム 396＋ 81：17．35 93．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，790，500円 複勝： 40，370，100円 枠連： 14，393，900円
馬連： 57，618，100円 馬単： 26，736，400円 ワイド： 34，499，100円
3連複： 75，916，000円 3連単： 89，922，100円 計： 363，246，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 540円 � 190円 � 1，040円 枠 連（3－6） 3，160円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 11，900円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 7，600円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 60，760円 3 連 単 ��� 443，490円

票 数

単勝票数 計 237905 的中 � 9050（8番人気）
複勝票数 計 403701 的中 � 17690（8番人気）� 70337（2番人気）� 8447（11番人気）
枠連票数 計 143939 的中 （3－6） 3527（16番人気）
馬連票数 計 576181 的中 �� 8088（23番人気）
馬単票数 計 267364 的中 �� 1685（50番人気）
ワイド票数 計 344991 的中 �� 6288（17番人気）�� 1149（59番人気）�� 2832（36番人気）
3連複票数 計 759160 的中 ��� 937（151番人気）
3連単票数 計 899221 的中 ��� 147（953番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．7―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―48．2―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノレディー �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．31 新潟7着

2014．4．27生 牝3黒鹿 母 ヴィクトワール 母母 ラ ハ ン ヌ 7戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ジャルダンヴェール号の騎手伊藤工真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6

番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイジェン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月20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。
（非当選馬） 1頭 コントロヴェント号
（非抽選馬） 1頭 コウセイエリザベス号

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８日



21087 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 岩田 康誠密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B460＋ 61：54．7 9．0�
47 エルドールサージュ 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド B466± 01：54．8� 2．5�
22 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 436＋101：55．65 48．0�
815 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 484＋ 21：55．81� 4．6�
23 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 石橋 脩シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 462＋ 41：55．9� 11．3�
611 ショウナンハドル 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 470＋ 41：56．0� 4．6	
610 カ ド モ ス 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 538＋ 8 〃 アタマ 37．6

713 グリフレット 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B436± 01：56．21 13．7�
35 クインズベガ 牡3鹿 56 吉田 豊亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 隆栄牧場 566＋141：58．0大差 29．0
814 レディロックバンド 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 470＋ 21：58．42� 251．4�
46 プラグドワグナー 牡3芦 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 508 ―1：58．61� 164．3�
34 イノレンジャー 牡3鹿 56 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 熊本 本田 土寿 B486－ 61：59．45 148．4�
11 ネオヴァヴェル 	3芦 56 西田雄一郎小林 仁幸氏 伊藤 正徳 安平 ノーザンファーム 478－141：59．5� 75．7�
712 キャプテンムーン 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 472－122：01．7大差 21．3�
59 リュクスワンダー 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 洞
湖 レイクヴィラファーム B546－ 52：07．0大差 284．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，468，600円 複勝： 35，619，700円 枠連： 12，867，900円
馬連： 52，638，100円 馬単： 28，368，100円 ワイド： 31，858，300円
3連複： 72，050，600円 3連単： 95，355，900円 計： 350，227，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 220円 � 140円 � 860円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 470円 �� 4，680円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 13，160円 3 連 単 ��� 73，070円

票 数

単勝票数 計 214686 的中 � 18898（4番人気）
複勝票数 計 356197 的中 � 39437（4番人気）� 90771（1番人気）� 7389（10番人気）
枠連票数 計 128679 的中 （4－5） 9289（6番人気）
馬連票数 計 526381 的中 �� 36616（4番人気）
馬単票数 計 283681 的中 �� 7421（10番人気）
ワイド票数 計 318583 的中 �� 19053（4番人気）�� 1650（35番人気）�� 3808（22番人気）
3連複票数 計 720506 的中 ��� 4106（39番人気）
3連単票数 計 953559 的中 ��� 946（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．4―1：02．1―1：14．8―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャストヒーロー �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2016．6．26 函館14着

2014．5．3生 牡3黒鹿 母 ローズアイネス 母母 ビビットローズ 19戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャプテンムーン号・リュクスワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

9月20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 オニダツ号・コハク号

21088 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

33 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 58 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462± 03：02．9 9．0�
814 リミットブレイク �5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514－ 23：03．64 10．2�
45 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 488＋ 23：04．23� 1．6�
57 ボ ー シ エ ル 牡4黒鹿60 金子 光希 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 518± 03：04．94 53．5�
610 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 432＋ 43：05．85 6．0�
11 ワークショップ 牡4鹿 60 大庭 和弥小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 498－ 43：07．18 15．3	
813� クリノツネチャン 牝6栗 58 山本 康志栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 474＋ 43：07．84 164．7

69 � セガールフォンテン 牡7栗 60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 482－ 83：08．22� 172．2�
22 デルマヌラリヒョン 牡7鹿 60 蓑島 靖典浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 500＋ 23：08．73 17．3�
711� ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 43：09．02 251．2
34 シゲルヤマアラシ 牡3栗 58 田村 太雅森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 498－ 63：09．1	 142．7�
46 オ イ チ 牝3青鹿56 植野 貴也石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 476＋ 63：09．84 79．7�
712� ロードリゲル 牡4鹿 60 上野 翔 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 23：10．11	 237．0�
58 ダークサイド �6黒鹿60 草野 太郎星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 474＋ 4 （競走中止） 12．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，989，100円 複勝： 54，609，400円 枠連： 11，242，100円
馬連： 41，015，700円 馬単： 28，496，700円 ワイド： 25，895，100円
3連複： 57，605，700円 3連単： 106，432，000円 計： 348，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 200円 � 110円 枠 連（3－8） 3，640円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 370円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 27，460円

票 数

単勝票数 計 229891 的中 � 20421（3番人気）
複勝票数 計 546094 的中 � 30515（3番人気）� 29145（4番人気）� 354618（1番人気）
枠連票数 計 112421 的中 （3－8） 2389（10番人気）
馬連票数 計 410157 的中 �� 6539（14番人気）
馬単票数 計 284967 的中 �� 2167（26番人気）
ワイド票数 計 258951 的中 �� 5631（13番人気）�� 18683（5番人気）�� 18716（4番人気）
3連複票数 計 576057 的中 ��� 20591（7番人気）
3連単票数 計1064320 的中 ��� 2809（78番人気）
上り 1マイル 1：42．0 4F 48．6－3F 36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
3－（2，13）14，6（5，4，11）（10，7，12）－9＝1
3，14－13，2（5，11）（10，7）12，4，6，9－1

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレベッカ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．4．22生 牝7鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 ダークサイド号は，2号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴィンセンツイヤー号・ビップディオス号



21089 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左・外）

牝，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

48 ラッキーライラック 牝2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480 ―1：36．4 4．3�
714 ラヴァクール 牝2栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 508 ―1：36．61� 16．1�
715 デルニエリアリテ 牝2鹿 54 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 496 ―1：37．45 2．8�
12 ハーレムライン 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．61� 62．3�
47 シエルクレール 牝2鹿 54 吉田 豊 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 490 ― 〃 クビ 9．9	
23 マ リ ー ツ ァ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 456 ―1：37．7� 181．3

713 マイキャラット 牝2鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：37．8� 7．9�
510 ア ポ ロ ア ミ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 434 ― 〃 ハナ 13．7�
11 バトルガラクシア 牝2鹿 54 津村 明秀宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 482 ―1：38．01� 46．5
36 ミ ヤ ビ ラ ラ 牝2黒鹿54 岩田 康誠村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 448 ―1：38．1� 36．6�
611 テイエムナタリー 牝2栗 54 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 426 ―1：38．2� 96．7�
816 グラスルーナ 牝2栗 54 柴田 大知伊東 純一氏 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 486 ―1：38．51� 105．1�
818 ノチェブランカ 牝2芦 54 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 8．8�
24 キ ー ロ ー ズ 牝2青鹿54 宮崎 北斗北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 446 ―1：38．6� 222．5�
817 ブリーズドゥース 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 514 ―1：38．7� 71．0�
59 シーブライド 牝2黒鹿54 丸田 恭介和田 志保氏 武市 康男 新冠 長浜牧場 436 ―1：40．8大差 142．6�
612 セブンチャン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 青森 清水 貞信 480 ―1：42．8大差 71．8�
35 ゴールデンパレス 牝2栗 54 田中 勝春山口 正行氏 大和田 成 新ひだか 聖心台牧場 418 ―1：42．9クビ 217．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，318，700円 複勝： 38，372，200円 枠連： 20，893，300円
馬連： 56，423，400円 馬単： 29，876，100円 ワイド： 33，667，100円
3連複： 71，261，900円 3連単： 89，246，000円 計： 377，058，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 300円 � 130円 枠 連（4－7） 340円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 350円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 24，420円

票 数

単勝票数 計 373187 的中 � 71642（2番人気）
複勝票数 計 383722 的中 � 65605（2番人気）� 24349（7番人気）� 91939（1番人気）
枠連票数 計 208933 的中 （4－7） 46717（1番人気）
馬連票数 計 564234 的中 �� 12616（12番人気）
馬単票数 計 298761 的中 �� 3775（21番人気）
ワイド票数 計 336671 的中 �� 6886（13番人気）�� 26808（1番人気）�� 11327（7番人気）
3連複票数 計 712619 的中 ��� 17204（7番人気）
3連単票数 計 892460 的中 ��� 2649（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．3―13．2―13．4―11．9―10．5―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．4―49．6―1：03．0―1：14．9―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley 初出走

2015．4．3生 牝2栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンチャン号・ゴールデンパレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

9月20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。
（非当選馬） 2頭 バトルパルフェ号・マカロン号

21090 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時50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
2：24．6
2：22．1

良
良

48 ルーラーキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 458＋ 42：26．5 1．8�
12 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 22：26．81� 100．4�

510 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 7．2�
816 ピンクスパイダー 牡3鹿 56 吉田 豊 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 426＋ 6 〃 ハナ 46．0�
35 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 422－ 22：27．01� 13．3�
11 パ ッ キ ー ノ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 B484－ 2 〃 クビ 131．1	
818 ベストプライド 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 432－ 6 〃 ハナ 23．5

713 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 458－ 22：27．1クビ 7．6�
817 テイクオングレース 牡3芦 56 西田雄一郎�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 2 〃 ハナ 59．9�
36 スターライトブルー 牡3黒鹿56 三浦 皇成青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 22：27．52� 8．6
715 アーネストホープ 牡3栗 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：27．71 112．1�
612 マグニフィセント 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 B520＋ 22：27．91 43．5�
714 エスプリドゥルミエ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 422± 02：28．11� 280．4�
59 タイセイレイザー 牡3青鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B460－ 62：28．2� 12．8�
611 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 452＋182：28．41� 173．9�
47 サーロンドン 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 芳郎氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 466± 02：28．71� 52．1�
24 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 414－102：29．12� 311．7�
23 クリノアパッチ 牡3栗 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤牧場 456＋ 4 〃 ハナ 513．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，810，700円 複勝： 55，042，200円 枠連： 19，259，100円
馬連： 61，503，100円 馬単： 37，055，500円 ワイド： 39，735，900円
3連複： 83，781，900円 3連単： 119，407，400円 計： 448，595，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，400円 � 200円 枠 連（1－4） 3，700円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 350円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 14，270円 3 連 単 ��� 68，430円

票 数

単勝票数 計 328107 的中 � 144305（1番人気）
複勝票数 計 550422 的中 � 260517（1番人気）� 4746（13番人気）� 48981（2番人気）
枠連票数 計 192591 的中 （1－4） 4032（13番人気）
馬連票数 計 615031 的中 �� 6915（21番人気）
馬単票数 計 370555 的中 �� 3037（25番人気）
ワイド票数 計 397359 的中 �� 5027（20番人気）�� 32877（1番人気）�� 1535（46番人気）
3連複票数 計 837819 的中 ��� 4403（40番人気）
3連単票数 計1194074 的中 ��� 1265（180番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．3―12．2―12．6―13．6―12．6―11．8―11．9―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．3―35．6―47．8―1：00．4―1：14．0―1：26．6―1：38．4―1：50．3―2：02．4―2：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2
1
3

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

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

ルーラーキング �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．10．9 東京6着

2014．3．2生 牡3鹿 母 ハッピーラベンダー 母母 スターショウ 11戦1勝 賞金 11，600，000円



21091 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

813 コパノビジン 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B462＋ 41：53．7 3．4�

34 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 524＋101：54．55 10．3�
58 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：54．6� 5．7�
22 マースチェル 牝3栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：54．7� 48．0�
814 クリノヴィクトリア 牝3栗 52

49 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 450＋10 〃 ハナ 22．3�
33 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55 江田 照男杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 470＋101：54．8クビ 44．0	
711 ピサノベルベット 牝3鹿 52 北村 宏司市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：55．01 10．3

610 デフィニール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B478＋ 21：55．21� 92．0�
712 ビーチマリカ 牝3芦 52 大野 拓弥谷掛 龍夫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 81：55．62� 4．2�
46 ジュブリーユ 牝3芦 52 岩田 康誠岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 488＋ 81：55．92 5．6
11 ラインセイラ 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－ 21：56．22 48．3�
57 	 トキメキユキチャン 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 巧也片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 444＋ 81：56．62� 115．7�
69 	 アカネバローロ 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486－ 41：56．91� 19．2�
45 	 スイートイデアル 牝5栃栗 55

53 △伴 啓太和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 458＋ 41：58．07 243．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，614，900円 複勝： 51，296，900円 枠連： 19，085，600円
馬連： 81，004，100円 馬単： 36，182，900円 ワイド： 46，183，200円
3連複： 102，166，600円 3連単： 131，936，000円 計： 503，470，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 260円 � 180円 枠 連（3－8） 920円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 630円 �� 340円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 356149 的中 � 81533（1番人気）
複勝票数 計 512969 的中 � 107896（1番人気）� 42208（5番人気）� 72177（2番人気）
枠連票数 計 190856 的中 （3－8） 15923（4番人気）
馬連票数 計 810041 的中 �� 38333（5番人気）
馬単票数 計 361829 的中 �� 9893（8番人気）
ワイド票数 計 461832 的中 �� 18132（6番人気）�� 37913（1番人気）�� 15208（9番人気）
3連複票数 計1021666 的中 ��� 34709（4番人気）
3連単票数 計1319360 的中 ��� 8183（18番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―13．1―12．5―12．9―13．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．7―1：02．2―1：15．1―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノビジン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．7．25 福島8着

2013．4．8生 牝4鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール 24戦2勝 賞金 42，840，000円

21092 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

69 イストワールファム 牝3栗 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：48．1 2．4�
44 インヘリットデール 牝3鹿 52 北村 宏司 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456± 01：48．31� 3．4�
57 ジッパーレーン 牝3青鹿52 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋ 41：48．4� 6．4�
56 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 57 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－ 41：48．61� 14．0�
45 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55

53 △伴 啓太塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 498± 0 〃 クビ 30．8	
33 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± 01：48．81 24．2

711 ヒドゥンパラメータ 牡3鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 21：49．01� 5．3�
22 ムーンマジェスティ 牡5栗 57

54 ▲木幡 育也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 430± 01：49．1クビ 48．2�
813 アビラウンケン 牡3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 480± 01：49．52� 487．5
710 ノーティインパクト 牡3栗 54 嘉藤 貴行小関 昭次氏 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 428＋ 41：49．6クビ 298．0�
812	 クリノヴェルサイユ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 434± 01：49．81� 41．2�
68 カミノライデン 
4鹿 57 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 428－101：50．44 106．5�
11 	 マイウェイレコード 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 494＋10 （競走中止） 312．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，326，100円 複勝： 40，697，600円 枠連： 15，841，200円
馬連： 78，826，400円 馬単： 42，869，200円 ワイド： 41，402，000円
3連複： 90，015，500円 3連単： 162，839，900円 計： 508，817，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 370円 �� 400円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 363261 的中 � 120729（1番人気）
複勝票数 計 406976 的中 � 104254（1番人気）� 77244（2番人気）� 47777（4番人気）
枠連票数 計 158412 的中 （4－6） 32545（1番人気）
馬連票数 計 788264 的中 �� 146020（1番人気）
馬単票数 計 428692 的中 �� 46581（1番人気）
ワイド票数 計 414020 的中 �� 57079（1番人気）�� 26288（4番人気）�� 24509（5番人気）
3連複票数 計 900155 的中 ��� 72227（2番人気）
3連単票数 計1628399 的中 ��� 42715（4番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．4―12．9―12．6―11．7―11．1―10．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．6―50．5―1：03．1―1：14．8―1：25．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．3
3 5，7（3，6）（4，12）（2，10）（1，9）（11，8）－13 4 5，7（3，6）（2，4，12）（1，10，9）（11，8）－13

勝馬の
紹 介

イストワールファム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．10．10 東京3着

2014．1．28生 牝3栗 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 5戦2勝 賞金 17，200，000円
〔競走中止〕 マイウェイレコード号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



21093 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時25分 （芝・左・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 ルネイション 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 21：33．9 8．6�

611 サトノキングダム 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋ 21：34．0� 1．9�
816 ショウナンサスケ 牡4鹿 57 石橋 脩国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 478± 01：34．21� 10．3�
12 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 496± 01：34．3クビ 7．8�
35 レッドルチア 牝3黒鹿52 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 408＋ 4 〃 クビ 32．1	
36 クインズサン 牡4青 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 450＋ 21：34．4	 44．0

59 ラベンダーメモリー 牝4鹿 55 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B446＋ 41：34．5クビ 18．2�
24 
 ウォークロニクル 牝5青鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－12 〃 クビ 38．5�
612 レッドアーサー 牡3黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 61：34．81	 6．7
510 ミヤビベスト 牡3鹿 54 田中 勝春村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 494－ 8 〃 クビ 224．8�
815 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿52 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 21：34．9クビ 39．1�
11 ジュリエットベール 牝3鹿 52 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 クビ 130．1�
48 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466＋121：35．0	 36．4�
817 バーミーブリーズ 牝3鹿 52 丸田 恭介吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 460＋ 41：35．1� 93．2�
713 インシュラー 牡3鹿 54 伊藤 工真 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 37．1�
714 リングオブハピネス 牝4栗 55 秋山真一郎五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 61：35．2クビ 189．1�
47 クインズラミントン 牡3鹿 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 482＋101：36．05 158．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 55，845，400円 複勝： 89，289，400円 枠連： 32，112，600円
馬連： 125，575，600円 馬単： 62，436，300円 ワイド： 74，109，100円
3連複： 166，504，000円 3連単： 250，586，900円 計： 856，459，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（2－6） 570円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 340円 �� 910円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 14，150円

票 数

単勝票数 計 558454 的中 � 51609（4番人気）
複勝票数 計 892894 的中 � 94601（3番人気）� 329531（1番人気）� 65516（5番人気）
枠連票数 計 321126 的中 （2－6） 43645（2番人気）
馬連票数 計1255756 的中 �� 130111（2番人気）
馬単票数 計 624363 的中 �� 21722（6番人気）
ワイド票数 計 741091 的中 �� 60754（3番人気）�� 19146（9番人気）�� 43378（4番人気）
3連複票数 計1665040 的中 ��� 62101（5番人気）
3連単票数 計2505869 的中 ��� 12834（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．4―11．9―11．4―10．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．7―49．1―1：01．0―1：12．4―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F32．9
3 9，8（2，5）17（4，13）（1，16）12（3，15）（7，11）（10，6）14 4 9，8（2，5）（4，17）（1，13）（12，16）（3，11）（7，15）6，10，14

勝馬の
紹 介

ルネイション �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．26 中山1着

2013．3．20生 牝4黒鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 10戦3勝 賞金 34，247，000円

21094 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00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

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
2：11．0
2：09．9

良
良

812 ポポカテペトル 牡3芦 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：11．7 3．7�

79 カレンラストショー 牡5栗 57 内田 博幸鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 428－142：11．91� 6．4�
22 デンコウインパルス 牡5鹿 57 石橋 脩田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 490＋ 2 〃 アタマ 29．2�
55 キークラッカー 牡4鹿 57 柴田 善臣北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 524＋ 62：12．21	 4．5�
811 シ ョ パ ン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：12．41
 3．3�
68 コスモボアソルテ 牡5芦 57 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 504± 02：12．5� 349．1

33 ゴールドスミス 牡3黒鹿54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 22：12．92� 12．9�
710 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 472＋ 22：13．0� 18．7�
56 ネイチャーレット 牡4鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 456＋ 4 〃 アタマ 10．2
11 キズナエンドレス 牝6鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 472＋ 22：13．32 131．3�
67 ステイザコース �7栗 57 吉田 豊 	シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：13．83 74．6�
44 シルクブルックリン 牡8黒鹿57 田辺 裕信 	シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 562＋ 6 （競走中止） 40．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，922，800円 複勝： 60，773，800円 枠連： 31，826，500円
馬連： 133，564，200円 馬単： 59，484，800円 ワイド： 62，609，700円
3連複： 160，428，300円 3連単： 249，432，400円 計： 807，042，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 190円 � 500円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，510円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 34，260円

票 数

単勝票数 計 489228 的中 � 103229（2番人気）
複勝票数 計 607738 的中 � 108711（2番人気）� 88230（4番人気）� 24407（8番人気）
枠連票数 計 318265 的中 （7－8） 61417（2番人気）
馬連票数 計1335642 的中 �� 82503（4番人気）
馬単票数 計 594848 的中 �� 19803（8番人気）
ワイド票数 計 626097 的中 �� 35395（3番人気）�� 10274（19番人気）�� 6831（26番人気）
3連複票数 計1604283 的中 ��� 12796（35番人気）
3連単票数 計2494324 的中 ��� 5277（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．1―48．2―1：00．6―1：12．7―1：24．7―1：36．4―1：48．3―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
5－8（2，12）－9－1，11，3，4，6，10，7
5，8－（2，12）－9＝（1，11）3，6（4，7）10

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

勝馬の
紹 介

ポポカテペトル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．11．20 京都1着

2014．2．22生 牡3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 8戦3勝 賞金 42，782，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 シルクブルックリン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



21095 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，28．8．20以降29．8．13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

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ドラゴンゲート 牡5栗 52 戸崎 圭太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474± 01：10．4 6．0�
814 ブルミラコロ 牡5鹿 55 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 526± 01：10．93 3．7�
712 ニットウスバル 牡5鹿 55 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 516＋ 2 〃 クビ 7．0�
815 マイネルバールマン 牡3芦 52 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 518＋221：11．0クビ 7．6�
46 プ ロ ト コ ル 牡6栗 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B520＋ 21：11．1� 24．9	
58 キョウエイアシュラ 牡10鹿 54 大野 拓弥田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 472－ 61：11．2� 152．6

34 スウィープアウェイ 牡6芦 53 吉田 豊藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480± 0 〃 アタマ 47．8�
11 カ ジ キ 牡8鹿 55 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：11．3� 22．1�
23 ウォータールルド 牡9黒鹿55 丸田 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496＋ 41：11．4� 63．2
611 マキャヴィティ 牡6栗 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム B506＋ 21：11．5クビ 47．0�
47 ストロングトリトン 	5鹿 52 杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 8．6�
22 エイシンローリン 牝6栗 54 津村 明秀�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 466± 01：11．92� 4．7�
35 トキノゲンジ 牡9鹿 54 石橋 脩中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 508＋ 21：12．11
 37．8�
59 シンボリディスコ 牡7栗 54 伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 486－ 41：13．48 59．4�
713 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿54 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：13．72 47．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 70，669，700円 複勝： 89，400，800円 枠連： 62，363，400円
馬連： 275，049，800円 馬単： 105，165，400円 ワイド： 109，011，500円
3連複： 359，221，100円 3連単： 531，362，400円 計： 1，602，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 160円 � 180円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 600円 �� 670円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 15，160円

票 数

単勝票数 計 706697 的中 � 93772（3番人気）
複勝票数 計 894008 的中 � 107948（4番人気）� 154209（1番人気）� 126681（3番人気）
枠連票数 計 623634 的中 （6－8） 57043（3番人気）
馬連票数 計2750498 的中 �� 139121（5番人気）
馬単票数 計1051654 的中 �� 23597（11番人気）
ワイド票数 計1090115 的中 �� 46028（6番人気）�� 40697（8番人気）�� 57518（2番人気）
3連複票数 計3592211 的中 ��� 102696（3番人気）
3連単票数 計5313624 的中 ��� 25408（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンゲート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．16生 牡5栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 19戦5勝 賞金 72，377，000円

21096 8月20日 晴 良 （29新潟2）第8日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

816 ソレイユフルール 牝3黒鹿52 柴田 大知 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 2 54．7 5．7�
713 キャラメルフレンチ 牝3栗 52

49 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 452＋ 2 55．02 17．1�

611 スノードーナツ 牝3黒鹿52 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 476＋12 〃 クビ 25．8�
817 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 52 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464± 0 55．21� 20．0�
818� ミ ス ユ ー 牝4黒鹿55 村田 一誠�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋ 6 55．3� 36．5	
48 グリーンバシリスク 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B462＋ 2 〃 ハナ 21．1

36 シンラバンショウ 牝5鹿 55 西田雄一郎 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 434＋ 6 55．4	 21．1�
24 ジェルミナーレ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 452＋14 〃 クビ 36．7�
11 � 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 B428＋ 2 55．5クビ 8．3
714 スミレタンポポ 牝5鹿 55

53 △伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 418－ 2 55．6� 69．9�
35 ラピッドライズ 牝4青鹿55 石橋 脩下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 2 55．7� 11．9�
23 アッパレドンキ 牝4鹿 55 北村 宏司廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 430－ 2 〃 ハナ 41．5�
12 ショコラーチ 牝4鹿 55 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B462＋ 4 〃 ハナ 13．5�
510 タニマサガール 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 426＋ 8 55．8� 6．1�
612� シングンガガ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452－ 4 56．01� 37．8�
59 ダノンアイリス 牝4青鹿55 田中 勝春�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 56．42	 3．9�
47 � ペイルブルードット 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 446± 0 56．61� 296．1�
715� リトルスマイル 牝4鹿 55 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 408－ 9 56．81	 63．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，237，200円 複勝： 86，097，300円 枠連： 63，275，100円
馬連： 178，048，600円 馬単： 69，205，000円 ワイド： 95，085，400円
3連複： 264，048，900円 3連単： 342，193，600円 計： 1，164，191，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 470円 � 590円 枠 連（7－8） 1，300円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，450円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 19，750円 3 連 単 ��� 86，890円

票 数

単勝票数 計 662372 的中 � 92425（2番人気）
複勝票数 計 860973 的中 � 117878（2番人気）� 45313（7番人気）� 34631（10番人気）
枠連票数 計 632751 的中 （7－8） 37610（3番人気）
馬連票数 計1780486 的中 �� 31008（13番人気）
馬単票数 計 692050 的中 �� 7325（18番人気）
ワイド票数 計 950854 的中 �� 21400（6番人気）�� 16972（13番人気）�� 6298（45番人気）
3連複票数 計2640489 的中 ��� 10025（58番人気）
3連単票数 計3421936 的中 ��� 2855（238番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．5―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．7―43．0

上り4F42．7－3F32．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ソレイユフルール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Macho Uno デビュー 2016．6．19 函館6着

2014．2．23生 牝3黒鹿 母 コスモジャイロ 母母 Sweeping Hours 10戦2勝 賞金 17，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンドベージュ号

２レース目 ４レース目



（29新潟2）第8日 8月20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 184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

199，580，000円
5，060，000円
14，100，000円
1，430，000円
22，030，000円
74，404，000円
5，598，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
476，163，400円
669，703，800円
317，116，800円
1，191，212，600円
554，076，500円
623，095，600円
1，570，444，500円
2，265，206，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，667，020，100円

総入場人員 13，800名 （有料入場人員 11，557名）
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