
21049 8月15日 晴 稍重 （27新潟2）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：08．7
1：07．8

良
良

22 コスモアルコン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 496－ 61：09．6 6．0�
56 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 456－ 41：09．91� 32．1�
68 カトルラポール 牝2鹿 54 西田雄一郎石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 458＋101：10．11� 19．2�
44 シャンボール 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 420－ 4 〃 クビ 215．2�
811 ラッキーペニー 牝2鹿 54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 500± 01：10．2� 4．8�
812 テイエムアムンゼン 牝2鹿 54 吉田 隼人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 436＋ 21：10．3� 344．2	
55 エイトレンジャーズ 牝2黒鹿54 北村 宏司
LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 414－ 61：10．4� 55．2�
710 ストーミーシー 牡2栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 520＋ 41：10．71� 1．7�
11 ヒマラヤキンラン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 414＋ 21：10．91 13．1
33 ソニックタイガー 牡2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 442－ 8 〃 アタマ 27．2�
79 ピンポイントガール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 386－ 41：11．0� 113．9�
67 ビービールチル 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人�坂東牧場 小笠 倫弘 新冠 中本牧場 444－ 61：11．63� 170．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，059，700円 複勝： 64，580，100円 枠連： 10，873，900円
馬連： 46，451，400円 馬単： 34，552，500円 ワイド： 27，918，600円
3連複： 66，097，600円 3連単： 124，564，600円 計： 399，098，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 340円 � 1，330円 � 690円 枠 連（2－5） 3，990円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 1，020円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 16，760円 3 連 単 ��� 98，260円

票 数

単勝票数 計 240597 的中 � 33509（3番人気）
複勝票数 計 645801 的中 � 55186（2番人気）� 11827（7番人気）� 24151（5番人気）
枠連票数 計 108739 的中 （2－5） 2108（12番人気）
馬連票数 計 464514 的中 �� 5674（17番人気）
馬単票数 計 345525 的中 �� 2564（26番人気）
ワイド票数 計 279186 的中 �� 3642（19番人気）�� 7241（11番人気）�� 2961（20番人気）
3連複票数 計 660976 的中 ��� 2957（38番人気）
3連単票数 計1245646 的中 ��� 919（195番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．4―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 2，1（6，8）（10，11）（7，5）（4，3）（9，12） 4 2，1（6，8）（10，11）（7，5）（4，3，12）9

勝馬の
紹 介

コスモアルコン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．8．1 新潟3着

2013．4．15生 牡2黒鹿 母 ア ル ザ ナ ー 母母 Albertville 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21050 8月15日 晴 稍重 （27新潟2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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
1：46．6
1：45．9

良
良

33 カミノライデン 牡2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 440－ 41：48．5 9．1�
78 レ デ ィ バ ゴ 牝2鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 武市 康男 浦河 村下 清志 428－101：48．92� 7．9�
22 ブリリアントタイム 牝2鹿 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 434± 0 〃 クビ 27．3�
55 マルターズゲイル 牡2青鹿54 大野 拓弥藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 466± 01：49．0� 1．5�
66 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 410－ 41：49．31� 45．9�
810 ノアレジェンド 牝2栗 54 津村 明秀佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 原田 新治 446－ 81：49．4� 23．6�
11 コウキチョウサン 牡2鹿 54 北村 宏司	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 438－ 8 〃 アタマ 4．3

89 タカラリュウセイ 牡2黒鹿54 松岡 正海村山 義男氏 中舘 英二 新冠 大栄牧場 438－ 61：51．1大差 73．9�
77 ウインアンビション 牡2鹿 54 嘉藤 貴行	ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 468＋ 21：51．73� 171．1�
44 シンボリアース 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 446± 01：52．33� 159．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，973，100円 複勝： 69，578，800円 枠連： 9，086，200円
馬連： 38，508，500円 馬単： 33，322，000円 ワイド： 22，041，100円
3連複： 49，160，600円 3連単： 111，200，100円 計： 354，870，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 520円 � 470円 � 1，660円 枠 連（3－7） 2，920円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，120円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 75，200円

票 数

単勝票数 計 219731 的中 � 20305（4番人気）
複勝票数 計 695788 的中 � 36271（4番人気）� 41092（3番人気）� 10255（6番人気）
枠連票数 計 90862 的中 （3－7） 2405（10番人気）
馬連票数 計 385085 的中 �� 12209（9番人気）
馬単票数 計 333220 的中 �� 4074（18番人気）
ワイド票数 計 220411 的中 �� 7759（7番人気）�� 2614（18番人気）�� 3084（16番人気）
3連複票数 計 491606 的中 ��� 2813（30番人気）
3連単票数 計1112001 的中 ��� 1072（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．1―48．4―1：00．8―1：13．4―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カミノライデン �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．12 福島4着

2013．4．1生 牡2鹿 母 モーディッシュ 母母 モ テ ッ ク 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 ノアレジェンド号は，発進不良〔外側に逃避〕。

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５日



21051 8月15日 晴 重 （27新潟2）第5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）

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

46 ハイヴォルテージ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 41：55．2 1．5�

713 エメラルエナジー 牡3栗 56 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 478－ 41：55．3� 5．1�
712 シュピーゲル 牡3黒鹿56 松岡 正海水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B470± 01：55．93� 21．0�
611 バ ル マ ス ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 154．9�
814 タイセイエナジー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：56．0� 22．2	
22 レ ス ペ ー ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：56．21� 45．8

23 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 500－ 41：56．94 29．1�
35 シゲルヒノクニ 牡3栗 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 486± 0 〃 ハナ 63．6�
58 アストログラフ 牡3鹿 56 柴山 雄一水上 行雄氏 萩原 清 浦河 鵜木 唯義 536－ 2 〃 ハナ 62．9
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 444＋ 61：57．21� 78．9�
11 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 内田 博幸小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B500＋ 81：57．51� 11．2�
815 スカイフック 牡3鹿 56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 01：57．71� 45．2�
47 ブラヴューラ 牡3鹿 56 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 472± 01：58．02 44．1�
610 マーブルヒル 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：58．31� 22．0�
59 レサンシエル 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 508＋102：00．2大差 57．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，916，000円 複勝： 62，009，200円 枠連： 16，702，800円
馬連： 51，436，300円 馬単： 40，250，800円 ワイド： 33，597，500円
3連複： 71，187，200円 3連単： 124，205，100円 計： 424，304，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 500円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 249160 的中 � 131770（1番人気）
複勝票数 計 620092 的中 � 406679（1番人気）� 58834（2番人気）� 19566（4番人気）
枠連票数 計 167028 的中 （4－7） 45034（1番人気）
馬連票数 計 514363 的中 �� 109665（1番人気）
馬単票数 計 402508 的中 �� 61878（1番人気）
ワイド票数 計 335975 的中 �� 63652（1番人気）�� 14966（3番人気）�� 7129（10番人気）
3連複票数 計 711872 的中 ��� 35160（2番人気）
3連単票数 計1242051 的中 ��� 22890（3番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．9―13．4―12．7―12．5―13．0―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．5―50．9―1：03．6―1：16．1―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ハイヴォルテージ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．12 福島16着

2012．4．7生 牡3栗 母 スズカノオジョー 母母 ア コ ガ レ 12戦1勝 賞金 14，900，000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 ダノンポラリス号

21052 8月15日 晴 良 （27新潟2）第5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

57 ユキノスライダー 牡5栗 60 難波 剛健遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 438－ 43：07．0 10．2�
69 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 43：07．31� 9．3�
33 ユールドゥー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 484－ 43：07．93� 4．1�
45 キープトライン 牡5鹿 60 江田 勇亮岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B492－ 23：08．11	 39．9�
711
 マスソングウインド 牡4黒鹿60 蓑島 靖典上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 490± 03：08．52� 2．7�
813 キーアイテム 牡4鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 466＋ 23：09．35 28．9	
710
 プ ラ ス ワ ン 牡4栗 60 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 460± 0 〃 クビ 5．5

22 
 インキュベーター �5鹿 60 金子 光希吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 492＋ 63：09．51	 26．7�
11 ゴールデンスキトマ 牡4栗 60 高野 和馬 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 486＋ 6 〃 クビ 290．2�
56 
 チャンピオンガイ 牡4黒鹿60 山本 康志坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 榊原 光子 450－ 63：10．99 86．1
812 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 496－ 23：11．53� 12．1�
68 
 コクシブルース �4鹿 60 大江原 圭�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 470± 03：12．67 21．9�
44 
 ビットアレグロ 牡6栗 60 鈴木 慶太礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 476－ 63：12．81	 80．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，088，000円 複勝： 22，508，100円 枠連： 16，168，900円
馬連： 38，918，800円 馬単： 24，991，300円 ワイド： 21，988，900円
3連複： 58，003，300円 3連単： 83，857，700円 計： 283，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 270円 � 190円 枠 連（5－6） 2，930円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 820円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 42，540円

票 数

単勝票数 計 170880 的中 � 13336（5番人気）
複勝票数 計 225081 的中 � 20225（5番人気）� 20789（4番人気）� 35665（2番人気）
枠連票数 計 161689 的中 （5－6） 4265（12番人気）
馬連票数 計 389188 的中 �� 7597（16番人気）
馬単票数 計 249913 的中 �� 2410（29番人気）
ワイド票数 計 219889 的中 �� 5431（10番人気）�� 6874（8番人気）�� 8757（5番人気）
3連複票数 計 580033 的中 ��� 8716（16番人気）
3連単票数 計 838577 的中 ��� 1429（135番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 50．0－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡5栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円



21053 8月15日 曇 良 （27新潟2）第5日 第5競走 ��
��1，800�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
1：46．6
1：45．9

良
良

710 レプランシュ 牡2鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：51．7 8．3�
44 サンセットトウホク 牡2黒鹿54 M．デムーロ島川 �哉氏 加藤 征弘 新冠 秋田牧場 474 ― 〃 クビ 3．9�
56 フ ォ ン ス 牡2黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：52．02 3．1�
11 � スケッチブック 牡2鹿 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 英 Mill House

Stud 464 ―1：52．21� 12．2�
711 ダイワオッズ 牡2栗 54 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：52．41� 70．3	
813 カワキタピリカ 牡2鹿 54 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 482 ―1：52．61� 36．6

22 ダノンプレシャス 牡2青鹿54 戸崎 圭太�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 450 ―1：52．81	 3．6�
45 コスモヒドラ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：52．9	 121．2
68 レオディーセ 牝2青鹿54 江田 照男�レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 416 ―1：53．0	 29．8�
812� ウインアルテミス 牝2鹿 54 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 米 Colts Neck

Stables, LLC. 448 ―1：53．21� 26．9�
57 アリオンダンス 牡2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 448 ―1：53．3
 198．9�
33 ノアヴィクトリー 牝2鹿 54 吉田 隼人佐山 公男氏 高木 登 平取 原田 新治 456 ―1：53．51� 185．0�
69 グリーンベレー 牡2黒鹿54 吉田 豊塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 480 ―1：53．6	 110．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，498，100円 複勝： 34，390，800円 枠連： 13，476，900円
馬連： 53，476，100円 馬単： 35，103，500円 ワイド： 26，963，800円
3連複： 68，160，100円 3連単： 113，581，200円 計： 376，650，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 140円 � 130円 枠 連（4－7） 1，340円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 550円 �� 470円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 12，270円

票 数

単勝票数 計 314981 的中 � 31619（4番人気）
複勝票数 計 343908 的中 � 39647（4番人気）� 65099（3番人気）� 82151（1番人気）
枠連票数 計 134769 的中 （4－7） 7760（6番人気）
馬連票数 計 534761 的中 �� 27274（6番人気）
馬単票数 計 351035 的中 �� 7408（14番人気）
ワイド票数 計 269638 的中 �� 11682（6番人気）�� 14161（5番人気）�� 26823（2番人気）
3連複票数 計 681601 的中 ��� 42814（2番人気）
3連単票数 計1135812 的中 ��� 6708（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．1―37．7―51．6―1：05．2―1：18．2―1：29．8―1：40．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レプランシュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev 初出走

2013．4．12生 牡2鹿 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アリオンダンス号・ノアヴィクトリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21054 8月15日 曇 重 （27新潟2）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 コ マ ク サ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 458－ 21：54．5 3．3�
610 デ ィ マ ン ズ �3鹿 56 田中 勝春 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 B468－ 21：54．6� 3．8�
58 コスモカンプ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B478＋ 41：55．13 4．4�
35 レイニングバイオ 牡3鹿 56 木幡 初広バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 B458－ 41：56．05 11．9�
712 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 石橋 脩松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：56．32 10．3�
34 ヴァンドデセール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 412－ 41：56．72� 22．5

22 フローレンスオーロ 牡3鹿 56 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 488＋ 61：56．8	 8．8�
23 
 カーニバルダクス 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Brushwood

Stable 424＋ 21：57．43� 114．3�
11 オリオンバローズ 牡3鹿 56 内田 博幸猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 544－101：57．61� 116．9
611 レッドグロワール 牡3鹿 56 江田 照男 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 458± 01：58．13 67．1�
815 レオクイック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド B456＋ 61：58．2	 71．3�
814 テイクミーホーム 牝3青鹿54 吉田 隼人大野 富生氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504－161：58．3� 21．5�
713 アイガットリズム 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人佐藤 範夫氏 中舘 英二 日高 下河辺牧場 458＋ 81：58．51 62．1�
47 グラスエンプレス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎半沢	 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 41：59．88 309．9�
46 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 454－ 62：02．4大差 56．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，163，200円 複勝： 33，438，400円 枠連： 18，623，400円
馬連： 61，411，600円 馬単： 32，297，900円 ワイド： 32，955，600円
3連複： 78，694，900円 3連単： 107，274，200円 計： 386，859，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 250円 �� 280円 �� 310円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 221632 的中 � 53156（1番人気）
複勝票数 計 334384 的中 � 59458（3番人気）� 63302（1番人気）� 60009（2番人気）
枠連票数 計 186234 的中 （5－6） 41297（1番人気）
馬連票数 計 614116 的中 �� 68989（2番人気）
馬単票数 計 322979 的中 �� 17090（3番人気）
ワイド票数 計 329556 的中 �� 34987（1番人気）�� 29493（2番人気）�� 25839（3番人気）
3連複票数 計 786949 的中 ��� 81786（1番人気）
3連単票数 計1072742 的中 ��� 22090（3番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―13．4―13．0―13．1―13．1―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．2―49．6―1：02．6―1：15．7―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ マ ク サ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．9．7 新潟7着

2012．3．10生 牡3黒鹿 母 コ マ ケ ン 母母 レ グ ル ス 13戦1勝 賞金 11，350，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスエンプレス号・ドリーマーズハイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年
9月15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 レアルイモン号
（非抽選馬） 1頭 サンコールドウェル号



21055 8月15日 曇 良 （27新潟2）第5日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・直線）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000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
53．7
53．7

良
良

817 プラントアゲン 牝3黒鹿54 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 450＋ 8 55．1 3．4�
713 ニシノアンジュ 牝3栗 54 戸崎 圭太西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 456＋ 2 55．31� 2．7�
714 ノ バ ラ 牝3青鹿54 北村 宏司�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 456＋16 55．83 8．2�
510 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 470＋ 8 〃 アタマ 12．3�
48 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 400± 0 56．22� 7．1	
35 ニシノユウキ 牝3芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 450± 0 〃 クビ 20．0

611 イ デ ィ ル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 56．41� 109．6�
23 アイスブラッサム 牝3栗 54 柴山 雄一今中 俊平氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 412± 0 〃 クビ 41．1�
816 ブラウンルランシー 牝3鹿 54 宮崎 北斗キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 462－ 8 56．61� 152．1
47 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 416－ 2 〃 クビ 19．8�
818 トレイケイトカフェ 牝3鹿 54 村田 一誠西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 468－ 2 56．91� 30．8�
715 メテオユニバンス 牝3鹿 54 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 414－16 〃 クビ 80．1�
612 マテルドロローザ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 432＋ 8 〃 アタマ 56．6�
36 コスモフットライト 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 桜井牧場 452± 0 57．64 76．9�
24 レッドサクラ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 K.C．タン氏 水野 貴広 新ひだか 築紫 洋 444－ 2 58．02� 111．5�
59 セイユウヴィーナス 牝3青鹿54 武士沢友治松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 426± 0 58．21 295．2�
12 チェリースピリッツ 牝3鹿 54 江田 照男櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 430－ 2 〃 クビ 94．3�
11 キーシャンプー 牝3鹿 54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 日高 中館牧場 470＋ 8 （競走中止） 135．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，007，000円 複勝： 35，355，800円 枠連： 24，528，500円
馬連： 72，539，400円 馬単： 39，794，600円 ワイド： 37，592，900円
3連複： 97，587，800円 3連単： 138，084，600円 計： 474，490，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 180円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 250円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 290070 的中 � 68174（2番人気）
複勝票数 計 353558 的中 � 69137（2番人気）� 85657（1番人気）� 39024（4番人気）
枠連票数 計 245285 的中 （7－8） 51522（1番人気）
馬連票数 計 725394 的中 �� 99635（1番人気）
馬単票数 計 397946 的中 �� 26187（2番人気）
ワイド票数 計 375929 的中 �� 42990（1番人気）�� 15467（6番人気）�� 19809（3番人気）
3連複票数 計 975878 的中 ��� 48964（2番人気）
3連単票数 計1380846 的中 ��� 16383（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．7―10．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．9―43．4

上り4F43．1－3F32．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プラントアゲン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．1．5 中山4着

2012．4．22生 牝3黒鹿 母 デ ュ プ レ 母母 Child Prodigy 8戦1勝 賞金 13，000，000円
〔競走中止〕 キーシャンプー号は，発走直後に疾病〔腰椎複骨折〕を発症し，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ニシノアンジュ号の騎手戸崎圭太は，競走後半での御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイユウヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15日まで平

地競走に出走できない。
チェリースピリッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月15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 スリーキーノート号・ヒャッカノサキガケ号

21056 8月15日 曇 重 （27新潟2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 サヴァティアーノ �4黒鹿57 柴山 雄一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514＋201：53．3 2．5�
713 パイロキネシスト 牡3黒鹿54 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470－ 21：53．51� 9．5�
47 ゴールドリーガル 牡4鹿 57 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 466± 01：53．6� 4．3�
34 マイネルボルソー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 470± 0 〃 クビ 9．3�
58 エクセレントビュー 牝4青鹿 55

52 ▲伴 啓太 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 460± 01：54．02	 51．8	
815 トラキアンコード �3芦 54

51 ▲石川裕紀人原 
子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 81：54．74 41．6

11 � デモクラシー 牡4鹿 57 江田 照男藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 464－121：54．8� 125．7�
814 ハイフロンティア 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋141：54．9	 43．9�
35 � パラティーノ 牡6黒鹿57 M．デムーロ村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 528－ 21：55．21� 5．3
46 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 54 田中 勝春�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 488＋ 21：55．3	 24．1�
610 ココスタイル 牡3芦 54 蛯名 正義林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：55．62 20．7�
23 トーセンスパンキー 牡3栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 498－ 41：55．7クビ 140．6�
59 ダイワコンプリート 牡3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 506－ 21：55．8	 18．0�
22 コスモバーダン 牡3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 474－18 〃 ハナ 139．6�
611� ポッドライジング 牡3鹿 54 大野 拓弥小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上牧場 436－101：57．39 473．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，299，900円 複勝： 44，218，800円 枠連： 22，850，300円
馬連： 79，573，100円 馬単： 42，648，800円 ワイド： 40，138，300円
3連複： 97，916，500円 3連単： 146，106，200円 計： 503，751，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（7－7） 1，280円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 510円 �� 320円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 302999 的中 � 94065（1番人気）
複勝票数 計 442188 的中 � 100758（1番人気）� 40719（5番人気）� 80463（2番人気）
枠連票数 計 228503 的中 （7－7） 13765（4番人気）
馬連票数 計 795731 的中 �� 47125（5番人気）
馬単票数 計 426488 的中 �� 17098（6番人気）
ワイド票数 計 401383 的中 �� 19552（5番人気）�� 34571（2番人気）�� 13911（8番人気）
3連複票数 計 979165 的中 ��� 39516（4番人気）
3連単票数 計1461062 的中 ��� 13955（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．5―1：01．7―1：14．2―1：27．0―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

サヴァティアーノ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2013．10．19 東京2着

2011．2．3生 �4黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 12戦3勝 賞金 31，850，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルネッツ号



21057 8月15日 晴 良 （27新潟2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 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 252，000円 72，000円 36，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

55 スモークフリー 牡3芦 54 M．デムーロ �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 526＋ 61：59．5 3．3�
811 トレジャーマップ 牡4鹿 57 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 440＋ 21：59．6� 3．3�
11 ウインインスパイア 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 450＋ 41：59．81	 6．5�
79 スペキュロス 牡3鹿 54 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496＋ 61：59．9クビ 7．0�
78 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 452＋ 42：00．0	 25．4	
810
 ラハイナルナ 牡4鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 554＋ 62：00．95 5．4


67 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 456－14 〃 アタマ 88．5�
66 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 456＋ 2 〃 クビ 97．9�
22 デルマカマイタチ 牡5黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B490－ 62：01．53	 251．6
44 キャピシーヌ 牡3栗 54 北村 宏司加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 462－162：02．13	 92．7�
33 ラストシャングリラ 牡4黒鹿57 津村 明秀 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B458－ 4 （競走中止） 10．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，414，700円 複勝： 55，269，900円 枠連： 22，478，700円
馬連： 110，963，000円 馬単： 57，633，100円 ワイド： 43，970，900円
3連複： 118，847，500円 3連単： 225，707，900円 計： 674，285，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 280円 �� 390円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 394147 的中 � 93195（2番人気）
複勝票数 計 552699 的中 � 89348（2番人気）� 130875（1番人気）� 85063（3番人気）
枠連票数 計 224787 的中 （5－8） 42900（1番人気）
馬連票数 計1109630 的中 �� 124962（1番人気）
馬単票数 計 576331 的中 �� 35857（1番人気）
ワイド票数 計 439709 的中 �� 40850（2番人気）�� 26891（5番人気）�� 45713（1番人気）
3連複票数 計1188475 的中 ��� 83443（1番人気）
3連単票数 計2257079 的中 ��� 34810（2番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．8―12．3―12．5―12．5―12．1―11．3―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―36．5―48．8―1：01．3―1：13．8―1：25．9―1：37．2―1：48．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スモークフリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2014．11．29 東京1着

2012．2．13生 牡3芦 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 5戦2勝 賞金 20，652，000円
〔競走中止〕 ラストシャングリラ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

21058 8月15日 晴 良 （27新潟2）第5日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 371，000円 106，000円 53，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

59 レッドオリヴィア 牝4鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：46．5 2．0�
24 ラインハーディー 牝4栗 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 490－10 〃 アタマ 9．3�
816 ゴールドテーラー 牝5栗 55 戸崎 圭太中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430＋ 41：46．6� 20．4�
47 ハッピーベリンダ 牝4鹿 55 吉田 豊窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 482＋ 21：46．7� 86．4�
714 マイネオーラム 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 8 〃 クビ 6．2�
612 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 蛯名 正義廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 460＋ 4 〃 ハナ 56．2	
611 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 田中 勝春�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488＋ 21：46．8クビ 15．1

815 ジャポニカーラ 牝3黒鹿52 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 412＋ 4 〃 アタマ 14．5�
48 ロジプリンセス 牝5青 55 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－141：46．9� 78．3
713 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 クビ 40．2�
12 リラコサージュ 牝5栗 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：47．0クビ 9．5�
36 � イメージガール 牝5黒鹿55 大野 拓弥飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 470＋ 41：47．1� 102．7�
510 サトノフェアリー 牝5鹿 55 石橋 脩里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋121：47．31	 58．7�
23 フォルゴラーレ 牝3黒鹿52 柴田 善臣藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 482＋ 2 〃 クビ 82．8�
35 クイーンアルタミラ 牝6黒鹿55 西田雄一郎柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか マルショウ牧場 486＋ 61：47．4クビ 404．5�
817 スマイルミーティア 牝3黒鹿52 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 クビ 10．0�
11 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 474－101：47．61	 237．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 53，755，400円 複勝： 81，862，700円 枠連： 40，852，500円
馬連： 161，652，800円 馬単： 76，702，600円 ワイド： 76，370，600円
3連複： 207，600，900円 3連単： 311，261，700円 計： 1，010，059，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 210円 � 390円 枠 連（2－5） 900円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 350円 �� 720円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計 537554 的中 � 207565（1番人気）
複勝票数 計 818627 的中 � 258607（1番人気）� 84606（3番人気）� 36837（8番人気）
枠連票数 計 408525 的中 （2－5） 35063（3番人気）
馬連票数 計1616528 的中 �� 135103（2番人気）
馬単票数 計 767026 的中 �� 44859（2番人気）
ワイド票数 計 763706 的中 �� 62097（2番人気）�� 26619（7番人気）�� 7186（29番人気）
3連複票数 計2076009 的中 ��� 32648（14番人気）
3連単票数 計3112617 的中 ��� 17327（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．9―12．5―12．6―11．9―11．0―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．3―48．8―1：01．4―1：13．3―1：24．3―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．2
3 ・（3，14）（2，4，16）（7，9，17）11（8，13）（5，6，15）（1，10）12 4 ・（3，14）（2，4，16）17（7，9）（8，11，13）（5，6，15）1（12，10）

勝馬の
紹 介

レッドオリヴィア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．10 京都8着

2011．3．21生 牝4鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 10戦4勝 賞金 59，727，000円
〔制裁〕 ノーブルコロネット号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



21059 8月15日 晴 良 （27新潟2）第5日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．8．16以降27．8．9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

新潟日報賞（1着）
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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

816 ゼ ウ ス 牡5鹿 55 吉田 隼人杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 490＋ 41：20．2 22．0�
24 ダノンシーザー 牡3鹿 53 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 4．0�
36 サンブルエミューズ 牝5栗 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 10．7�
611 アンジェリック 牝4鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 478＋ 61：20．41� 7．8�
11 コレクターアイテム 牝5黒鹿52 嘉藤 貴行�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 アタマ 48．2	
714 ダンスアミーガ 牝4栗 55．5 大野 拓弥 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472＋ 21：20．5クビ 7．3

612 ボンジュールココロ 牝5鹿 52 村田 一誠田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 472－ 81：20．6� 45．2�
510 ピークトラム 牡4黒鹿57 石橋 脩吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484－ 41：20．7� 11．6�
817 タイセイドリーム 牡5鹿 55 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538± 0 〃 ハナ 14．0
59 カ ー バ 牡6青鹿53 松岡 正海�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 502＋10 〃 クビ 143．9�
12 メイショウライナー 牡5鹿 55 石川裕紀人松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 486－ 2 〃 ハナ 22．2�
47 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 ハナ 20．0�
818 ラフレーズカフェ 牝6青鹿52 西田雄一郎西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 494＋ 81：20．8� 140．3�
715 インプロヴァイズ 牡5青 57．5 内田 博幸 �シルクレーシング 堀 宣行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 ハナ 20．2�
713 サトノキングリー 牡5鹿 55 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 ハナ 4．6�
23 メイショウハガクレ 牡6鹿 53 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470－ 21：21．01� 58．9�
35 ドリームトレイン 牡6黒鹿54 武士沢友治前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 512－ 61：21．1� 184．7�
48 グランプリナイト 牡5黒鹿54 柴田 大知�グランプリ 	島 一歩 新ひだか 川端 英幸 504－ 41：21．2� 205．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 85，214，600円 複勝： 127，308，500円 枠連： 86，196，900円
馬連： 331，420，400円 馬単： 139，277，400円 ワイド： 136，622，300円
3連複： 465，035，200円 3連単： 690，501，300円 計： 2，061，576，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 590円 � 180円 � 340円 枠 連（2－8） 1，760円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，540円 �� 760円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 79，800円

票 数

単勝票数 計 852146 的中 � 30973（10番人気）
複勝票数 計1273085 的中 � 46473（11番人気）� 228621（1番人気）� 92202（6番人気）
枠連票数 計 861969 的中 （2－8） 37753（8番人気）
馬連票数 計3314204 的中 �� 70626（13番人気）
馬単票数 計1392774 的中 �� 11061（37番人気）
ワイド票数 計1366223 的中 �� 27036（11番人気）�� 13351（33番人気）�� 48234（3番人気）
3連複票数 計4650352 的中 ��� 32378（31番人気）
3連単票数 計6905013 的中 ��� 6273（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―45．9―57．6―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ウ ス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．1 札幌2着

2010．2．18生 牡5鹿 母 ソフトワルツ 母母 シェナンドアワルツ 18戦5勝 賞金 70，709，000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 アイライン号・アンブリッジ号・エターナルムーン号・ナイトフォックス号・マンボネフュー号

21060 8月15日 晴 重 （27新潟2）第5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

34 ヴ ァ ー ノ ン 牡4栗 57 内田 博幸�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 490－ 41：11．5 2．3�
58 マンドレイク 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 490＋ 21：12．13� 46．2�
815 レッツサッチャー 牝4栗 55 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478－ 81：12．31� 7．6�
712 ロトラトゥール 牝4鹿 55 蛯名 正義國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 3．1�
22 ヨイチナデシコ 牝3鹿 52 大野 拓弥加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 486－ 41：12．51	 47．3�
610 ポ ン ト ス 牡3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B450± 01：12．71	 76．8	
47 
 パトロクロス 牡5栗 57 M．デムーロ村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：12．91� 12．4

11 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 木幡 初広�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B458＋ 41：13．0クビ 108．9�
46 オーロラッシュ 牡3鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 438－ 21：13．32 8．4
814 ウサギノカケアシ 牡3芦 54 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 476＋ 41：13．4クビ 19．4�
713 マルクプレンヌ 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 クビ 240．5�
35 リアルモード 牡4鹿 57 石橋 脩寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 474－ 61：13．5� 33．1�
23 シゲルオウシザ 牡5栗 57 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 530－141：13．81� 104．9�
611 ア ビ ス コ 牡5芦 57 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 500＋10 〃 クビ 138．5�
59 
 ウマクイクトオモウ 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 440＋ 21：13．9� 221．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，214，300円 複勝： 76，325，700円 枠連： 43，200，500円
馬連： 160，596，600円 馬単： 89，550，100円 ワイド： 79，589，700円
3連複： 201，173，000円 3連単： 372，527，100円 計： 1，084，177，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 540円 � 230円 枠 連（3－5） 3，330円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 410円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 52，450円

票 数

単勝票数 計 612143 的中 � 211802（1番人気）
複勝票数 計 763257 的中 � 208072（1番人気）� 25647（8番人気）� 79536（4番人気）
枠連票数 計 432005 的中 （3－5） 10034（10番人気）
馬連票数 計1605966 的中 �� 27538（14番人気）
馬単票数 計 895501 的中 �� 9619（20番人気）
ワイド票数 計 795897 的中 �� 14234（14番人気）�� 55968（2番人気）�� 4984（31番人気）
3連複票数 計2011730 的中 ��� 13787（31番人気）
3連単票数 計3725271 的中 ��� 5149（146番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ー ノ ン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2014．5．3 東京10着

2011．4．11生 牡4栗 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 12戦3勝 賞金 30，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キープレイヤー号
（非抽選馬） 2頭 ジュエルアラモード号・ドラゴンビューティ号



（27新潟2）第5日 8月15日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 172頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

183，820，000円
3，140，000円
9，000，000円
1，470，000円
16，260，000円
65，310，500円
5，228，600円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
440，604，000円
706，846，800円
325，039，500円
1，206，948，000円
646，124，600円
579，750，200円
1，579，464，600円
2，548，871，700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 8，033，649，400円

総入場人員 12，197名 （有料入場人員 10，413名）
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