
21013 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2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）
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

47 アストラエンブレム 牡2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 462－ 81：34．8 1．8�
814 ブレイブスマッシュ 牡2鹿 54 M．デムーロ島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 41：35．54 2．6�
611 マイネルファン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 41：35．6� 21．5�
58 ロードインスパイア 牡2青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 438－ 41：35．81� 9．8	
34 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 472＋101：36．11� 67．8

11 マイネルパッセ 牡2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 61：36．52	 65．9�
712 ビッグランチ 牡2栗 54 蛯名 正義 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 438－ 21：36．6	 16．8�
59 アポロナイスジャブ 牡2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 414－ 2 〃 ハナ 443．1
610 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 460＋ 81：36．92 43．6�
713 ジェネレーション 牡2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 402＋ 21：37．11� 324．7�
46 シゲルナガイワシ 牡2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 446± 0 〃 クビ 156．2�
22 タケデンガーベラ 牝2芦 54 的場 勇人武市 進吾氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 486－ 21：37．31	 453．1�
815 コスモカナディアン 牡2鹿 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 440－141：37．51� 195．5�
35 カンタベリームシャ 牡2芦 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 410± 01：38．03 481．2�
23 オコルミラクル 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 西村 和夫 442＋ 61：38．21� 306．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，591，500円 複勝： 50，645，800円 枠連： 13，892，400円
馬連： 64，669，600円 馬単： 41，913，100円 ワイド： 34，187，000円
3連複： 84，822，300円 3連単： 155，091，200円 計： 482，812，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（4－8） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 140円 �� 560円 �� 480円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 375915 的中 � 169345（1番人気）
複勝票数 計 506458 的中 � 200036（1番人気）� 160233（2番人気）� 24086（5番人気）
枠連票数 計 138924 的中 （4－8） 49403（1番人気）
馬連票数 計 646696 的中 �� 230165（1番人気）
馬単票数 計 419131 的中 �� 82927（1番人気）
ワイド票数 計 341870 的中 �� 90155（1番人気）�� 12013（7番人気）�� 14290（6番人気）
3連複票数 計 848223 的中 ��� 73070（3番人気）
3連単票数 計1550912 的中 ��� 47712（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．3―48．9―1：01．4―1：12．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アストラエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．4．6生 牡2鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 2戦1勝 賞金 7，800，000円

21014 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第2競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

11 エストレージャ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474－102：13．6 8．9�
33 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 62：13．81� 2．3�
58 マイネルヘルック 牡3栗 56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム B440＋ 2 〃 クビ 4．8�
813 ショウナンマンゲツ �3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 大北牧場 488＋ 62：14．01� 54．3�
46 レッドサヴァージ 牡3青鹿56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 466＋ 62：14．1クビ 5．0	
22 コパノハミルトン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 482＋ 22：14．2� 26．1

45 サウスポールツアー 牝3栗 54 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 406± 02：14．62� 26．7�
34 ゴールドスティール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 438－ 42：15．13 23．3�
712 クロノスバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 B422－ 22：15．52� 46．4
610 シャドウキングマン 牡3鹿 56 石橋 脩飯塚 知一氏 松山 将樹 浦河 酒井牧場 502± 02：15．92� 103．0�
69 ミリノカイザー 牡3青鹿56 戸崎 圭太榮 義則氏 森 秀行 新ひだか 桜井牧場 464＋ 42：16．0� 11．3�
814 スズヨサムソン 牝3黒鹿54 柴田 善臣鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 458－ 82：16．95 24．3�
57 ネコハッピー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 434－ 42：17．64 67．1�
711 トレスグスト 牡3栗 56 村田 一誠島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 536－ 6 （競走中止） 373．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，816，400円 複勝： 31，822，200円 枠連： 12，139，200円
馬連： 51，981，900円 馬単： 30，846，700円 ワイド： 29，685，600円
3連複： 68，880，300円 3連単： 102，419，200円 計： 350，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 210円 � 120円 � 150円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 460円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 13，780円

票 数

単勝票数 計 228164 的中 � 20408（4番人気）
複勝票数 計 318222 的中 � 30015（4番人気）� 89323（1番人気）� 52459（2番人気）
枠連票数 計 121392 的中 （1－3） 8290（5番人気）
馬連票数 計 519819 的中 �� 36811（3番人気）
馬単票数 計 308467 的中 �� 7407（9番人気）
ワイド票数 計 296856 的中 �� 15857（4番人気）�� 9765（6番人気）�� 34216（2番人気）
3連複票数 計 688803 的中 ��� 31074（3番人気）
3連単票数 計1024192 的中 ��� 5386（32番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―10．8―11．8―13．8―12．6―12．3―12．5―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．6―34．4―46．2―1：00．0―1：12．6―1：24．9―1：37．4―1：49．6―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

エストレージャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．12．28 中山8着

2012．3．22生 牝3黒鹿 母 メガクライト 母母 エ ラ テ ィ ス 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 トレスグスト号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

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２日



21015 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

56 コスモナオス 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：56．0 86．0�
22 レインボーシャワー 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 日高大洋牧場 498－ 21：56．74 9．2�
812 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 406＋ 4 〃 クビ 246．0�
813 ダブルヨウコ 牝3青鹿54 松岡 正海河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 456＋ 21：56．8� 26．5�
69 ラックアサイン 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 4 〃 アタマ 1．7	
68 セレスティーヌ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�G1レーシング 田中 清隆 千歳 社台ファーム B424＋101：56．9� 34．7

44 ドラゴンハピネス 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 444± 0 〃 ハナ 6．2�
711 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 B476－ 61：57．0� 24．1�
45 ティースワロ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 458± 01：57．1クビ 9．7
11 ジョンブドール 牝3鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 430－ 61：57．84 7．7�
57 ノーブルナカヤマ 牝3青 54 内田 博幸�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 490 ―1：58．22� 35．2�
33 オンディーナ 牝3黒鹿54 武士沢友治寺田 寿男氏 伊藤 正徳 浦河 上山牧場 430－ 81：59．26 207．0�
710 ウエスタンビアンコ 牝3芦 54 田中 勝春西川 剛氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 512＋ 61：59．3� 138．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，509，100円 複勝： 38，427，900円 枠連： 16，053，400円
馬連： 57，165，500円 馬単： 37，000，500円 ワイド： 30，346，800円
3連複： 72，883，700円 3連単： 126，346，200円 計： 408，733，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，600円 複 勝 � 2，540円 � 370円 � 3，510円 枠 連（2－5） 9，720円

馬 連 �� 29，430円 馬 単 �� 68，510円

ワ イ ド �� 7，420円 �� 70，320円 �� 17，250円

3 連 複 ��� 854，100円 3 連 単 ��� 9，160，090円

票 数

単勝票数 計 305091 的中 � 2835（10番人気）
複勝票数 計 384279 的中 � 3747（11番人気）� 31420（5番人気）� 2692（12番人気）
枠連票数 計 160534 的中 （2－5） 1279（22番人気）
馬連票数 計 571655 的中 �� 1505（39番人気）
馬単票数 計 370005 的中 �� 405（80番人気）
ワイド票数 計 303468 的中 �� 1061（40番人気）�� 111（77番人気）�� 454（60番人気）
3連複票数 計 728837 的中 ��� 64（242番人気）
3連単票数 計1263462 的中 ��� 10（1547番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．4―12．7―12．9―12．9―13．8―13．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．0―1：01．9―1：14．8―1：28．6―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．2
1
3
10，7（2，11）－（4，5，9）（1，13）－8－12－6－3・（7，10）（2，11，9）5（13，4，1）8，12，6－3

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

勝馬の
紹 介

コスモナオス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．6．14 阪神11着

2012．1．26生 牝3鹿 母 イットウリョウダン 母母 サクラユウビ 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ドラゴンハピネス号の騎手伊藤工真は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

21016 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：01．4良

814 グラッツィア 牡7鹿 60 高田 潤山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 63：04．8 2．1�
33 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 482± 03：06．18 4．3�
711 シャドウカラーズ 牝4鹿 58 山本 康志飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 476＋123：06．84 10．3�
45 � ランズデール �4栗 60 北沢 伸也一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 512＋ 63：07．01	 58．0�
69 � エルインペレイター �5鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－123：08．610 13．0�
712� ビットアレグロ 牡6栗 60 上野 翔礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 482－ 63：09．34 57．9	
34 レッドフォルツァ �6鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B500－ 83：10．89 4．2

46 アサクサニッポン �6青 60 草野 太郎田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋183：11．11
 52．0�
813 タニセンジャッキー 牡6鹿 60 石神 深一染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 484＋ 23：11．42 29．1�
22 サトノジェミニ 牡5鹿 60 白浜 雄造里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 456＋ 83：13．6大差 28．3
57 � ステキステキ 牝4栗 58 高野 和馬西村新一郎氏 天間 昭一 様似 猿倉牧場 460－183：17．8大差 91．2�
58 スズカアルファ 牡5栗 60 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 472＋ 43：18．54 168．2�
11 コーリンバロック �3栗 58 原田 和真伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 458＋ 2 （競走中止） 94．3�
610� クイーンベジタブル 牝4鹿 58 金子 光希M．タバート氏 加藤 和宏 日高 高山牧場 512－ 4 （競走中止） 169．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，242，900円 複勝： 21，640，200円 枠連： 16，289，500円
馬連： 39，171，600円 馬単： 27，008，200円 ワイド： 21，300，700円
3連複： 56，803，100円 3連単： 96，948，800円 計： 300，405，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 230円 枠 連（3－8） 230円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 280円 �� 440円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 212429 的中 � 77622（1番人気）
複勝票数 計 216402 的中 � 61092（1番人気）� 32526（3番人気）� 17601（5番人気）
枠連票数 計 162895 的中 （3－8） 53286（1番人気）
馬連票数 計 391716 的中 �� 52952（2番人気）
馬単票数 計 270082 的中 �� 24817（2番人気）
ワイド票数 計 213007 的中 �� 21928（2番人気）�� 12104（4番人気）�� 7022（9番人気）
3連複票数 計 568031 的中 ��� 26440（4番人気）
3連単票数 計 969488 的中 ��� 15983（5番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．2－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラッツィア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．11．6 京都3着

2008．4．21生 牡7鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 コーリンバロック号は，1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。

クイーンベジタブル号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため7号障害〔ハードル〕手前で競走中止。



21017 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2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

714� ルグランフリソン 牡2鹿 54 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 472 ―1：35．9 4．4�

611� タニノアーバンシー 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 490 ―1：36．32� 5．1�

815 ミ ネ ッ ト 牝2鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 440 ―1：37．04 5．3�
23 パラノーマル 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：37．1	 7．7�
47 ストロングファルコ 牡2黒鹿54 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 434 ―1：37．2クビ 10．7�
24 キンシロケット 牡2鹿 54 蛯名 正義若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 464 ―1：37．41� 26．1	
12 トーホウデサント 牡2鹿 54 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 462 ―1：37．5� 122．9

35 ニケトップラン 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 432 ―1：37．6	 81．4�
510 ワールドフェーマス 牡2栗 54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 462 ―1：38．02� 15．0
36 メジャースターダム 牡2栗 54 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 552 ―1：38．63� 5．5�
612 フラヴィニー 牝2鹿 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 448 ―1：38．7� 91．8�
11 ヤ マ ブ キ 牡2栗 54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 462 ―1：39．01	 287．1�
48 シカイリョーコー 牡2青鹿54 大野 拓弥田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：39．1� 71．1�
59 シンボリアース 牡2黒鹿54 田辺 裕信シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 446 ―1：39．2	 118．2�
713 ホイストポイント 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 450 ―1：40．810 290．5�
816 グランデボーボー 牡2鹿 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 新ひだか 原口牧場 468 ―1：41．22� 146．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，923，800円 複勝： 44，023，300円 枠連： 15，530，300円
馬連： 68，321，800円 馬単： 35，401，800円 ワイド： 33，967，300円
3連複： 78，575，300円 3連単： 108，757，700円 計： 425，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 920円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 410円 �� 420円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 409238 的中 � 76873（1番人気）
複勝票数 計 440233 的中 � 89342（1番人気）� 56349（5番人気）� 62461（2番人気）
枠連票数 計 155303 的中 （6－7） 12968（1番人気）
馬連票数 計 683218 的中 �� 49054（1番人気）
馬単票数 計 354018 的中 �� 13979（1番人気）
ワイド票数 計 339673 的中 �� 21252（2番人気）�� 20690（3番人気）�� 16011（4番人気）
3連複票数 計 785753 的中 ��� 29961（2番人気）
3連単票数 計1087577 的中 ��� 9446（4番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．0―12．6―12．7―11．3―10．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．1―37．1―49．7―1：02．4―1：13．7―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical 初出走

2013．3．21生 牡2鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヤマブキ号の調教師小桧山悟は，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。

フラヴィニー号の調教師杉浦宏昭は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデボーボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月2日まで平地

競走に出走できない。

21018 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

12 ボーアムルーズ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 472 ―1：24．2 10．5�

611 アオイサンシャイン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ― 〃 クビ 9．5�

715 ラインセイラ 牝2栗 54 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．3クビ 50．8�
818 アッパレドンキ 牝2鹿 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 404 ― 〃 クビ 2．3�
612 リンガスウラン 牝2黒鹿54 柴田 善臣伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 398 ―1：24．51� 32．8�
35 ダイワドレッサー 牝2鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450 ―1：24．6� 4．9	
816 プリンセスオーラ 牝2鹿 54 田中 勝春大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 422 ―1：24．7� 14．5

24 ヴェロレジーナ 牝2栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452 ―1：25．01� 157．6�
59 ナムラバイオレット 牝2栗 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 478 ―1：25．21� 41．7�
713 チェリークォーツ 牝2鹿 54 M．デムーロ 社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 432 ―1：25．3� 7．3�
36 オレンジガール 牝2鹿 54 村田 一誠樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：25．51� 65．6�
47 ロトクレドール 牝2栗 54 蛯名 正義國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462 ―1：25．71� 43．9�
11 アイヅナヨタケ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 456 ― 〃 アタマ 233．5�
817 デルマアツヒメ 牝2栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412 ―1：26．02 210．2�
510 カームリップル 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人ライオンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：26．42� 41．3�
23 サムライッコ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426 ―1：26．5� 304．9�
48 ニシノグリーディ 牝2鹿 54 柴田 大知西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 430 ―1：27．03 131．6�

（17頭）
714 コ イ キ 牝2鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，290，000円 複勝： 36，151，800円 枠連： 18，288，600円
馬連： 63，077，700円 馬単： 35，521，700円 ワイド： 31，847，400円
3連複： 74，742，200円 3連単： 105，954，700円 計： 404，874，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 290円 � 300円 � 940円 枠 連（1－6） 3，560円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 9，140円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 5，140円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 39，890円 3 連 単 ��� 237，080円

票 数

単勝票数 差引計 392900（返還計 168） 的中 � 31710（5番人気）
複勝票数 差引計 361518（返還計 123） 的中 � 35366（4番人気）� 34059（5番人気）� 8746（10番人気）
枠連票数 計 182886 的中 （1－6） 3977（15番人気）
馬連票数 差引計 630777（返還計 386） 的中 �� 11590（14番人気）
馬単票数 差引計 355217（返還計 138） 的中 �� 2914（27番人気）
ワイド票数 差引計 318474（返還計 223） 的中 �� 7040（11番人気）�� 1570（47番人気）�� 2133（38番人気）
3連複票数 差引計 747422（返還計 975） 的中 ��� 1405（104番人気）
3連単票数 差引計1059547（返還計 1305） 的中 ��� 324（564番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．5―12．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．3―1：00．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーアムルーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．4．14生 牝2鹿 母 ダイワチャーム 母母 エグズマキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 コイキ号は，疾病〔右前屈腱部打撲傷〕のため出走取消。
※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） 4頭 アランチャ号・エイトレンジャーズ号・タカラピクシイ号・レディートゥーゴー号



21019 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 タイセイプレシャス 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 468＋ 61：12．6 4．2�
59 マ タ ン ギ �3芦 56 津村 明秀�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 B426＋ 21：12．7� 62．4�
34 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 476± 01：13．12� 8．3�
58 クレアーフォンテン 牝3黒鹿54 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 476＋121：13．31� 147．9�
35 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 内田 博幸シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B494－ 21：13．62 8．5�
46 レオサーパス 牡3鹿 56 田中 勝春	レオ 古賀 慎明 日高 若林 武雄 432－ 41：13．91� 5．0

713 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 514＋101：14．0� 50．5�
23 ファミリーズオナー 牝3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 白瀬 盛雄 462＋ 6 〃 ハナ 22．4�
814 ペイシャクィーン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 裕 新冠 隆栄牧場 434＋ 6 〃 ハナ 218．3
712 アポロフリューゲル 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 B464＋ 41：14．21� 4．2�
47 ダイニヨシゼン 牡3鹿 56 江田 照男橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 466－ 21：14．3� 34．3�
611 ヴィアージェン �3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 520＋201：14．4� 11．4�
610 アストログラフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 萩原 清 浦河 鵜木 唯義 538＋ 41：15．67 20．7�
22 タイキパラドックス 牡3栗 56 松岡 正海�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462＋121：15．92 48．4�
11 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56 三浦 皇成星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B450＋ 41：18．1大差 15．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，183，300円 複勝： 47，963，100円 枠連： 21，197，400円
馬連： 84，668，600円 馬単： 37，522，900円 ワイド： 41，247，200円
3連複： 101，959，900円 3連単： 136，930，600円 計： 504，673，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 1，390円 � 250円 枠 連（5－8） 8，330円

馬 連 �� 11，330円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 610円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 18，820円 3 連 単 ��� 110，790円

票 数

単勝票数 計 331833 的中 � 62987（1番人気）
複勝票数 計 479631 的中 � 81645（2番人気）� 6876（13番人気）� 51578（5番人気）
枠連票数 計 211974 的中 （5－8） 1970（25番人気）
馬連票数 計 846686 的中 �� 5791（37番人気）
馬単票数 計 375229 的中 �� 1875（57番人気）
ワイド票数 計 412472 的中 �� 3592（33番人気）�� 18591（5番人気）�� 1871（54番人気）
3連複票数 計1019599 的中 ��� 4062（65番人気）
3連単票数 計1369306 的中 ��� 896（378番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―13．0―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―47．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．4
3 ・（1，4）11（9，12）（5，14）（2，3，13）（8，6）－（7，15）＝10 4 4（1，11）（9，12）（3，5）14（8，13）（2，6）（7，15）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプレシャス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．10．19 東京16着

2012．3．5生 牡3栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 12戦1勝 賞金 11，540，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラッカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アメリカンマッスル号・シングルバレル号・ニシノフクオトコ号・プリサイスギフト号・メビウス号

21020 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

55 ロッカフェスタ 牡3青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448－ 22：00．8 2．9�
79 アドマイヤピンク 牝3栗 52 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：00．9� 9．5�
56 ウェルブレッド 牡3黒鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 アタマ 3．5�
812 テンシンランマン 牝5鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492－ 2 〃 ハナ 20．5�
710 スカーレットデビル 牡3鹿 54 内田 博幸片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472－ 22：01．0� 28．5�
67 ドリームリヴァール �5黒鹿57 北村 宏司ライオンレースホース	 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448± 02：01．31� 27．2

811 コスモレヴァータ 牡4鹿 57 松岡 正海岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 470＋102：01．4� 190．6�
33 ビーナスオンシェル 牝7鹿 55 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 490－ 42：01．61	 97．2�
11 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454－ 2 〃 クビ 110．3
22 ゴージャスガール 牝3黒鹿52 大野 拓弥飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434＋ 62：01．7クビ 17．6�
44 マイネルシェルト 牡4鹿 57 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 444＋ 22：02．55 54．6�
68 クラージュシチー 牡3栗 54 柴田 善臣 	友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 492＋18 （競走中止） 3．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，560，800円 複勝： 52，500，200円 枠連： 22，797，100円
馬連： 97，227，200円 馬単： 53，491，500円 ワイド： 45，610，400円
3連複： 111，175，400円 3連単： 203，228，300円 計： 631，590，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 190円 � 130円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 540円 �� 240円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 455608 的中 � 125482（1番人気）
複勝票数 計 525002 的中 � 106619（2番人気）� 55321（4番人気）� 118825（1番人気）
枠連票数 計 227971 的中 （5－7） 28849（3番人気）
馬連票数 計 972272 的中 �� 43916（5番人気）
馬単票数 計 534915 的中 �� 16989（7番人気）
ワイド票数 計 456104 的中 �� 19671（6番人気）�� 53957（1番人気）�� 27571（4番人気）
3連複票数 計1111754 的中 ��� 51141（3番人気）
3連単票数 計2032283 的中 ��� 16484（19番人気）

ハロンタイム 13．5―10．8―11．3―12．3―13．3―13．2―12．9―11．5―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―24．3―35．6―47．9―1：01．2―1：14．4―1：27．3―1：38．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．5
3 4，6－5，10－（2，11）（9，12）7，3，1 4 4，6，5（2，10）11（9，12，7）（3，1）

勝馬の
紹 介

ロッカフェスタ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2015．2．22 東京1着

2012．3．8生 牡3青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 クラージュシチー号は，競走中に疾病〔右上腕骨々折〕を発症し，向正面で転倒したため競走中止。



21021 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第9競走 ��
��1，600�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走14時35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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

57 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 松岡 正海 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－101：33．2 47．3�
56 クインズミラーグロ 牝3黒鹿52 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 438＋ 81：33．3� 7．9�
11 メイショウメイゲツ 牝3鹿 52 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 428＋ 41：33．51	 3．3�
68 ウインスラッガー 牡6栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 520＋ 21：33．6
 25．8�
45 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 478－ 61：33．7
 7．4�
711 ソードラック 牡4鹿 57 岩田 康誠佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 460－ 41：34．01
 4．4	
44 � マリーナベイ 牡4青鹿57 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B492＋12 〃 クビ 40．0

710 ショウナンダイチ 牡5鹿 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 4 〃 ハナ 38．9�
813 ヒシワイルド 牡6鹿 57 石川裕紀人阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 474－ 41：34．1� 42．6�
22 バ リ ア ー モ 牝3黒鹿52 津村 明秀 サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 442＋12 〃 クビ 86．6�
69 ランドントウォーク 牡4青鹿57 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484－121：34．73� 130．3�
812 ウンプテンプ 牡4鹿 57 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 498－ 61：35．23 3．4�
33 ソルプレーサ 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 506－ 41：37．0大差 44．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，564，400円 複勝： 50，467，700円 枠連： 20，223，000円
馬連： 103，706，500円 馬単： 51，938，500円 ワイド： 46，603，000円
3連複： 119，169，000円 3連単： 193，380，000円 計： 624，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，730円 複 勝 � 810円 � 230円 � 170円 枠 連（5－5） 20，320円

馬 連 �� 19，230円 馬 単 �� 45，660円

ワ イ ド �� 4，120円 �� 2，710円 �� 530円

3 連 複 ��� 19，010円 3 連 単 ��� 266，030円

票 数

単勝票数 計 385644 的中 � 6511（11番人気）
複勝票数 計 504677 的中 � 12346（9番人気）� 57761（5番人気）� 93040（2番人気）
枠連票数 計 202230 的中 （5－5） 771（29番人気）
馬連票数 計1037065 的中 �� 4178（43番人気）
馬単票数 計 519385 的中 �� 853（88番人気）
ワイド票数 計 466030 的中 �� 2772（39番人気）�� 4262（27番人気）�� 24617（4番人気）
3連複票数 計1191690 的中 ��� 4700（58番人気）
3連単票数 計1933800 的中 ��� 527（564番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．0―11．5―11．9―12．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．5―34．5―46．0―57．9―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドカチューシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．2．2 東京2着

2010．4．14生 牝5青鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 19戦2勝 賞金 25，422，000円

21022 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第10競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 アンナミルト 牝4黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 442± 01：11．5 4．7�
815 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482＋201：11．81� 34．8�
34 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B484－ 2 〃 クビ 6．7�
47 	 サンライズネオ 牡5黒鹿57 吉田 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 ハナ 64．0�
46 ワ デ ィ 牝4栗 55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋141：11．9クビ 2．8�
23 スマートグレイス 牝3栗 52 戸崎 圭太大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 464＋ 41：12．0� 5．9	
11 オメガハイヌーン 牡3鹿 54 田辺 裕信原 
子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋161：12．1クビ 73．6

611 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 484＋ 2 〃 クビ 75．8�
58 レザンドゥオール 牡3栗 54 内田 博幸髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 512＋ 81：12．2クビ 8．4
59 � ヴィクタシア 牝6黒鹿55 柴田 善臣前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B504± 01：12．3� 28．1�
35 ドラゴンゲート 牡3栗 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 61：12．51� 22．1�
610 タ サ ジ ャ ラ 牡5鹿 57 蛯名 正義 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B518－16 〃 クビ 54．1�
713 スフィンクス 牝6鹿 55 石橋 脩佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 480＋181：12．92� 272．8�
712 ザストロンシチー 牡7鹿 57 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 480＋ 61：13．0� 284．4�
22 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 岩田 康誠一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 480＋ 61：13．1� 13．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，509，900円 複勝： 71，777，900円 枠連： 32，832，300円
馬連： 157，662，700円 馬単： 69，323，700円 ワイド： 68，373，000円
3連複： 190，443，700円 3連単： 294，680，300円 計： 938，603，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 760円 � 200円 枠 連（8－8） 6，050円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 640円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 13，960円 3 連 単 ��� 61，560円

票 数

単勝票数 計 535099 的中 � 89258（2番人気）
複勝票数 計 717779 的中 � 97064（3番人気）� 19081（9番人気）� 109012（2番人気）
枠連票数 計 328323 的中 （8－8） 4204（17番人気）
馬連票数 計1576627 的中 �� 18472（22番人気）
馬単票数 計 693237 的中 �� 6005（36番人気）
ワイド票数 計 683730 的中 �� 8859（22番人気）�� 28892（5番人気）�� 6512（26番人気）
3連複票数 計1904437 的中 ��� 10231（46番人気）
3連単票数 計2946803 的中 ��� 3470（202番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．7―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 5，10，2（6，14）（9，15）（1，11）（8，4）（12，13）（7，3） 4 ・（5，10）2（6，14）（9，15）（1，11）（8，4）（7，12，13）3

勝馬の
紹 介

アンナミルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．4．6 阪神4着

2011．2．13生 牝4黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 10戦4勝 賞金 41，862，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アキノアッパー号・ガッサンプレイ号・カリスマサンスカイ号・シュウギン号・ショウナンランパダ号・

スクワドロン号・タキオンレディー号・トウショウデュエル号・トゥルッリ号・ドナリサ号・バコパ号・
ヒカルソラフネ号・メイショウワダイコ号・ヤマチョウフェア号

２レース目



21023 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第15回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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）

新潟市長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

813 ベ ル カ ン ト 牝4栗 54 M．デムーロ前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 488＋12 54．1 3．7�
69 シンボリディスコ 牡5栗 56 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 484＋ 4 54．42 22．0�
712 アースソニック 牡6鹿 56 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 494＋ 4 〃 ハナ 7．7�
814 セイコーライコウ 牡8鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 486－ 4 54．5	 5．1�
46 
 リトルゲルダ 牝6芦 56 柴田 大知栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 488－ 2 54．71 9．8�
33 サ フ ィ ロ ス 牡3鹿 53 三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 ハナ 12．1	
58 
 ヘニーハウンド 牡7栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 522＋12 54．91� 10．8

711 レンイングランド 牡3芦 53 北村 宏司田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 514＋14 〃 アタマ 7．0�
34 フレイムヘイロー 7栗 56 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474± 0 55．11� 17．2�
11 アンゲネーム 7鹿 56 蛯名 正義ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 6 55．2� 87．1�
57 オースミイージー 牡7鹿 56 秋山真一郎オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 506－ 6 〃 アタマ 100．9�
45 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 510－ 4 55．62	 24．9�
22 マコトナワラタナ 牝6鹿 54 田辺 裕信ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 56．02	 24．5�
610
 エーシントップ 牡5黒鹿56 川須 栄彦栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

534＋ 4 56．21� 27．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 203，498，000円 複勝： 244，790，000円 枠連： 165，666，100円 馬連： 690，337，600円 馬単： 297，129，600円
ワイド： 284，587，100円 3連複： 1，080，606，100円 3連単： 1，774，112，600円 5重勝： 572，101，200円 計： 5，312，828，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 370円 � 220円 枠 連（6－8） 1，650円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 730円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 47，230円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 10，823，530円

票 数

単勝票数 計2034980 的中 � 432686（1番人気）
複勝票数 計2447900 的中 � 390985（1番人気）� 144623（8番人気）� 303236（3番人気）
枠連票数 計1656661 的中 （6－8） 77715（8番人気）
馬連票数 計6903376 的中 �� 113439（20番人気）
馬単票数 計2971296 的中 �� 30842（27番人気）
ワイド票数 計2845871 的中 �� 42002（21番人気）�� 103746（5番人気）�� 57384（13番人気）
3連複票数 計10806061 的中 ��� 85081（27番人気）
3連単票数 計17741126 的中 ��� 27231（136番人気）
5重勝票数 差引計5721012（返還計220253） 的中 ����� 37

ハロンタイム 12．1―10．0―10．4―10．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．1―32．5―42．6

上り4F42．0－3F32．0
勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．3．2生 牝4栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 13戦4勝 賞金 150，874，000円

21024 8月2日 晴 良 （27新潟2）第2日 第12競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 ルールソヴァール 牡3栗 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋101：53．6 4．1�

22 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 60．0�
34 ポルスターシャイン 牡5鹿 57 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 486＋ 61：54．02� 21．8�
610 ディアグリスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 486＋ 21：54．1クビ 29．5�
58 ワトソンクリック 牡3鹿 54 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 496＋ 2 〃 クビ 9．5�
35 モルダバイト �5芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B526－161：54．41� 25．2	
814 デグニティクローズ 牡4鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 41：55．03� 12．6

23 	 エターナルヒーロー �5黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 484－ 41：55．32 16．1�
815	 コスモカウピリ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 488－ 61：55．4� 80．2
712 プレジールシチー 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492± 01：55．5� 19．8�
46 レッドルヴァン 牡3芦 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 476＋ 41：55．6クビ 8．7�
11 ペ ア ン 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 508－ 61：55．92 6．2�
611 オトコギイッポン 牡3鹿 54 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 492± 01：57．17 67．4�
59 パルパルパピヨン 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 470－ 21：57．3� 42．9�
47 イダクァイマ 牡3栗 54 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B506± 01：57．4� 3．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，687，400円 複勝： 121，224，500円 枠連： 58，810，000円
馬連： 225，527，700円 馬単： 97，958，000円 ワイド： 118，465，500円
3連複： 315，461，100円 3連単： 460，765，500円 計： 1，484，899，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 1，170円 � 510円 枠 連（2－7） 1，980円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 1，240円 �� 9，570円

3 連 複 ��� 50，220円 3 連 単 ��� 220，490円

票 数

単勝票数 計 866874 的中 � 168323（2番人気）
複勝票数 計1212245 的中 � 209111（1番人気）� 22417（13番人気）� 56125（8番人気）
枠連票数 計 588100 的中 （2－7） 22968（9番人気）
馬連票数 計2255277 的中 �� 16279（40番人気）
馬単票数 計 979580 的中 �� 4511（62番人気）
ワイド票数 計1184655 的中 �� 9707（44番人気）�� 25301（12番人気）�� 3118（81番人気）
3連複票数 計3154611 的中 ��� 4711（169番人気）
3連単票数 計4607655 的中 ��� 1515（757番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．2―48．9―1：01．2―1：13．8―1：27．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルールソヴァール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 東京4着

2012．5．20生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 6戦2勝 賞金 19，000，000円
〔制裁〕 デグニティクローズ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 クロフネビームス号・ピアシングステア号

５レース目



（27新潟2）第2日 8月2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 173頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

225，050，000円
7，620，000円
1，660，000円
20，130，000円
64，964，500円
5，550，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
653，377，500円
811，434，600円
413，719，300円
1，703，518，400円
815，056，200円
786，221，000円
2，355，522，100円
3，758，615，100円
572，101，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，869，565，400円

総入場人員 25，530名 （有料入場人員 ）
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