
21061 8月16日 晴 稍重 （27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

610 グレートヒット 牡2栗 54 北村 宏司黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 444＋ 21：14．3 4．0�
611 ルグランシェクル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B440＋ 6 〃 クビ 8．6�
47 シゲルクロダイ 牡2鹿 54 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 480＋ 41：14．72� 10．2�
815 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 450＋14 〃 ハナ 48．5�
46 ビレッジエンパイア 牡2鹿 54 柴田 大知村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 464± 0 〃 ハナ 5．6�
34 タイセイブラスト 牡2鹿 54 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 498－ 21：15．12� 3．7�
814 ヤマタケジャイアン �2芦 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 448＋ 41：15．31� 115．8	
713 プレミアムデス 牝2黒鹿54 川須 栄彦平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 408－ 21：15．61� 27．7

35 エフディサンゼン 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 452－ 21：15．7� 131．2�
11 ディープコレット 牡2黒鹿54 松岡 正海深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 486－ 4 〃 クビ 16．0�
22 ヌ ン ス タ ー 牡2鹿 54 石橋 脩湯浅 德昭氏 池上 昌和 新冠 赤石 久夫 460－ 41：16．33� 148．2
58 ハーモニーエール 牡2栗 54 藤岡 佑介日下部勝德氏 土田 稔 新冠 辻 和明 444－ 21：16．4� 13．4�
59 トドロキボサツ 牝2鹿 54 木幡 初広原田昭太郎氏 古賀 史生 青森 長谷地 義正 412± 01：17．14 38．6�
23 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 B454＋ 8 〃 ハナ 32．1�
712 ダートリーダー 牡2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 446＋ 41：17．42 123．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，838，100円 複勝： 29，898，100円 枠連： 15，825，600円
馬連： 54，369，900円 馬単： 28，757，200円 ワイド： 27，727，700円
3連複： 71，522，200円 3連単： 92，704，200円 計： 342，643，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 270円 � 250円 枠 連（6－6） 1，700円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 620円 �� 430円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 17，450円

票 数

単勝票数 計 218381 的中 � 44986（2番人気）
複勝票数 計 298981 的中 � 62927（1番人気）� 24536（5番人気）� 28508（4番人気）
枠連票数 計 158256 的中 （6－6） 7180（7番人気）
馬連票数 計 543699 的中 �� 25158（5番人気）
馬単票数 計 287572 的中 �� 6902（11番人気）
ワイド票数 計 277277 的中 �� 11562（5番人気）�� 17516（2番人気）�� 4838（17番人気）
3連複票数 計 715222 的中 ��� 12871（11番人気）
3連単票数 計 927042 的中 ��� 3850（41番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．0―13．2―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―35．4―48．6―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートヒット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2015．6．21 東京7着

2013．4．15生 牡2栗 母 シ ラ タ マ 母母 カンコウバイ 3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フジワンエンジェル号
（非抽選馬） 3頭 コスモコレクション号・トモジャボーン号・ニシノグリーディ号

21062 8月16日 晴 稍重 （27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）

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

46 ユアザイオン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490± 01：56．1 4．1�
712 クールオボロ 牝3青鹿54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 436± 01：56．31� 16．2�
815 ヴァシリーサ 牝3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：56．62 5．6�
34 ペンタプリズム 牝3青鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：57．02� 12．6�
47 フォアニーム 牝3栗 54 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 61：57．31� 14．6�
611 アサヒノマッチ 牝3鹿 54 北村 宏司蔭山 尚正氏 栗田 徹 安平 追分ファーム 466＋ 21：57．61� 50．9	
35 サリーシャッセ 牝3栗 54 宮崎 北斗黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 498＋ 41：57．7� 170．6

713 ショーラファール 牝3鹿 54 川須 栄彦吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 486＋141：57．8� 20．5�
59 ニットウリエ 牝3鹿 54 江田 照男藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 492＋ 81：57．9クビ 48．3�
11 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 402－ 41：58．11� 57．8
22 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 二本柳 壮中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 412－101：58．31 196．8�
23 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B440± 01：58．72� 2．1�
610 カリオペイア 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 424± 01：59．12� 42．6�
814 ビヨンドザワルツ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太丸山 担氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B434－ 41：59．63 181．0�
58 ビートアンドリズム 牝3鹿 54 伊藤 工真 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 456 ―2：00．34 66．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，730，100円 複勝： 34，615，300円 枠連： 15，153，700円
馬連： 57，317，400円 馬単： 36，649，200円 ワイド： 30，825，100円
3連複： 75，924，200円 3連単： 116，929，900円 計： 392，144，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 320円 � 250円 枠 連（4－7） 1，310円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 910円 �� 520円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 36，180円

票 数

単勝票数 計 247301 的中 � 47974（2番人気）
複勝票数 計 346153 的中 � 59887（2番人気）� 24835（5番人気）� 34310（3番人気）
枠連票数 計 151537 的中 （4－7） 8904（5番人気）
馬連票数 計 573174 的中 �� 11964（11番人気）
馬単票数 計 366492 的中 �� 4748（17番人気）
ワイド票数 計 308251 的中 �� 8577（9番人気）�� 16182（4番人気）�� 5840（14番人気）
3連複票数 計 759242 的中 ��� 9702（18番人気）
3連単票数 計1169299 的中 ��� 2343（106番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．5―13．4―12．9―12．8―13．4―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―50．2―1：03．1―1：15．9―1：29．3―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
12，7（5，11，15）6（3，4，13）（9，14）（1，2）10，8・（12，7）（5，6，11，15）（4，13）2（3，9）10－1，8，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユアザイオン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．28 中山3着

2012．4．28生 牝3黒鹿 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 7戦1勝 賞金 12，360，000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。
（非抽選馬） 3頭 イヌイジェニー号・チーキーデヴィル号・ブリアンナ号

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16日 晴 稍重 （27新潟2）第6日 第3競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

22 ダイワポデスタ 牝3黒鹿54 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498＋ 21：12．9 4．2�
610 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 496＋ 61：13．43 3．5�
814 ファインダッシュ 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B498± 01：13．61� 3．6�
23 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 474－ 2 〃 アタマ 12．4�
58 フラッシュカフェ 牡3黒鹿56 石橋 脩西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 470＋ 21：13．92 39．9�
59 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 宮崎 北斗竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 448－ 61：14．0� 81．6�
713 サスナーアディーン 牡3鹿 56 吉田 豊ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 462－ 61：14．1� 48．1	
34 ヴ ァ ー サ ス 牡3青鹿56 柴山 雄一
本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 486＋381：14．31 31．3�
815 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454＋ 41：14．51 15．2�
35 レースノワエ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人 ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 B478＋ 8 〃 クビ 41．1�
611 トーホウハンター 牡3栗 56 内田 博幸東豊物産 牧 光二 日高 竹島 幸治 498＋201：14．71� 14．1�
11 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 江田 照男
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456－ 2 〃 アタマ 10．0�
712 メジャーチョウサン 牡3鹿 56 石神 深一チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 488＋ 21：15．55 194．9�
46 エクセルワンダー 牡3栗 56 村田 一誠谷川 正純氏 小野 次郎 新ひだか 稲葉牧場 B446－ 21：15．6� 82．3�
47 タ イ ム カ ム 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 樋渡 志尚 444 ―1：18．0大差 170．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，120，000円 複勝： 34，551，100円 枠連： 19，055，400円
馬連： 59，105，700円 馬単： 33，557，000円 ワイド： 30，519，500円
3連複： 74，361，100円 3連単： 100，889，000円 計： 378，158，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 330円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 261200 的中 � 49587（3番人気）
複勝票数 計 345511 的中 � 47273（3番人気）� 90133（1番人気）� 72041（2番人気）
枠連票数 計 190554 的中 （2－6） 25379（3番人気）
馬連票数 計 591057 的中 �� 54786（2番人気）
馬単票数 計 335570 的中 �� 15178（4番人気）
ワイド票数 計 305195 的中 �� 22855（2番人気）�� 20689（3番人気）�� 34791（1番人気）
3連複票数 計 743611 的中 ��� 52770（1番人気）
3連単票数 計1008890 的中 ��� 13516（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―13．2―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワポデスタ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Glitterman デビュー 2015．3．1 中山11着

2012．4．25生 牝3黒鹿 母 グリッターズ 母母 Bon Adeau 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイムカム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨイチフレーム号
（非抽選馬） 2頭 グランポルトス号・トラディショナル号

21064 8月16日 晴 良 （27新潟2）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

818 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 福永 祐一東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋ 61：47．9 7．2�
612 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 410± 01：48．0� 5．2�
713 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 462＋ 6 〃 アタマ 22．3�
816 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 446＋ 61：48．21� 10．1�
59 リガードリング 牡3黒鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 22．1�
715 トウカイストラーダ 牝3栗 54 西田雄一郎内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 454＋ 6 〃 ハナ 82．7	
817 アラホウジョウ 牝3黒鹿54 松岡 正海
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464－ 21：48．3クビ 12．9�
35 シードパール 牝3鹿 54 戸崎 圭太髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 422－ 21：48．51� 10．7�
611 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 豊 
シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 アタマ 26．0
48 スリーライオンズ 牡3鹿 56 柴山 雄一 
サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512＋26 〃 クビ 6．7�
24 バトルイイジャン 牡3黒鹿56 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 信成牧場 492＋ 41：48．81� 66．4�
47 ニシノハッスル 牡3鹿 56 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 496＋ 61：48．9� 9．6�
510 ハーモニックソウル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 
社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 490＋161：49．11� 50．3�
36 アンドトゥモロー 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 4．7�
714 ヴァペンシエロ 牝3鹿 54 藤岡 佑介加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 424＋101：49．31� 423．2�
12 サンバクスター 牡3栗 56 平野 優加藤 信之氏 竹内 正洋 新ひだか 聖心台牧場 460± 01：50．57 354．2�
11 ダノンサプライズ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�ダノックス 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 518－ 61：50．92	 240．2�
23 ニットウジャスミン 牝3鹿 54 宮崎 北斗
日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 454 ―1：52．07 181．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，576，900円 複勝： 46，389，700円 枠連： 25，340，200円
馬連： 70，614，200円 馬単： 35，238，300円 ワイド： 38，382，000円
3連複： 95，300，500円 3連単： 118，715，300円 計： 459，557，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 300円 � 170円 � 460円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，590円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 61，560円

票 数

単勝票数 計 295769 的中 � 32705（4番人気）
複勝票数 計 463897 的中 � 37470（6番人気）� 86321（1番人気）� 21925（9番人気）
枠連票数 計 253402 的中 （6－8） 28271（3番人気）
馬連票数 計 706142 的中 �� 25257（8番人気）
馬単票数 計 352383 的中 �� 5285（17番人気）
ワイド票数 計 383820 的中 �� 12319（5番人気）�� 3696（34番人気）�� 6934（14番人気）
3連複票数 計 953005 的中 ��� 5906（37番人気）
3連単票数 計1187153 的中 ��� 1398（202番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―12．3―12．4―12．5―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―49．0―1：01．4―1：13．9―1：25．4―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウスペンサー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．9 新潟4着

2012．5．10生 牡3黒鹿 母 トーホウアモーレ 母母 ステージバンダム 7戦1勝 賞金 8，390，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニットウジャスミン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16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 ケイビイノキセキ号・ニホンピロラブリー号



21065 8月16日 晴 良 （27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

817 ディーズプラネット 牝2芦 54 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466 ―1：37．8 13．7�
23 カープストリーマー 牡2栗 54 M．デムーロ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 クビ 2．1�
714 ヴァイオリニスト 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 442 ―1：37．9クビ 187．8�
818 サウンドスカイ 牡2栗 54 小牧 太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 498 ―1：38．0� 10．5�
715 フレグラントブレス 牝2芦 54 福永 祐一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 5．3�
611 テイケイレーヴ 牝2鹿 54 蛯名 正義兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 506 ―1：38．1� 35．1	
59 シ ピ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 安惠氏 奥村 武 安平 追分ファーム 408 ―1：38．31� 27．0

35 マーヴェラスデー 牝2芦 54 石橋 脩栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 434 ―1：38．4� 93．3�
47 タガノミシュラン 牡2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456 ―1：38．5クビ 7．2�
612 ケンコンイッテキ 牡2青鹿54 柴山 雄一 CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 490 ―1：38．82 55．3�
36 キョウエイレグナム 牡2鹿 54 吉田 豊田中 晴夫氏 萱野 浩二 平取 高橋 啓 452 ―1：38．9� 66．8�
48 マイネルラファル 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 408 ―1：39．11� 36．4�
510 ウインピアチェーレ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 458 ―1：39．31� 64．2�
11 ウ ラ ラ 牝2芦 54 北村 宏司吉澤 克己氏 森田 直行 青森 青南ムラカミ

ファーム 458 ―1：39．51� 74．6�
713 ハニークロウ 牝2黒鹿54 大野 拓弥西森 鶴氏 中川 公成 浦河 杵臼斉藤牧場 470 ―1：39．6� 63．8�
816 ピエスモンテ 牝2鹿 54 江田 照男ライオンレースホース 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 406 ―1：39．7� 36．5�
24 ワタシニマカセテ 牝2鹿 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426 ― 〃 ハナ 184．1�
12 ラブリーラブラブ 牝2鹿 54 内田 博幸長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 456 ―1：41．4大差 80．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，017，500円 複勝： 33，280，300円 枠連： 20，906，400円
馬連： 59，896，500円 馬単： 35，579，800円 ワイド： 31，813，300円
3連複： 74，307，000円 3連単： 105，851，600円 計： 395，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 340円 � 130円 � 2，610円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 600円 �� 16，740円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 73，420円 3 連 単 ��� 473，710円

票 数

単勝票数 計 340175 的中 � 20986（5番人気）
複勝票数 計 332803 的中 � 21342（5番人気）� 100506（1番人気）� 2193（18番人気）
枠連票数 計 209064 的中 （2－8） 28837（1番人気）
馬連票数 計 598965 的中 �� 33489（4番人気）
馬単票数 計 355798 的中 �� 5913（13番人気）
ワイド票数 計 318133 的中 �� 14751（4番人気）�� 467（99番人気）�� 1691（44番人気）
3連複票数 計 743070 的中 ��� 759（158番人気）
3連単票数 計1058516 的中 ��� 162（882番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．1―13．2―13．1―11．7―10．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．9―51．1―1：04．2―1：15．9―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーズプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2013．3．21生 牝2芦 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロマリンカ号・サプルマインド号・ニシノオウレイ号

21066 8月16日 晴 稍重 （27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

814 メイショウゴテツ 牡2青鹿54 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 474 ―1：56．3 7．4�
47 スーパーライナー 牡2鹿 54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486 ―1：57．25 2．9�
58 カキツバタチグサ 牡2鹿 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 500 ―1：58．79 4．7�
22 スパークルライト 牡2芦 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 522 ―1：58．8� 18．3�
815 サ ラ セ ニ ア 牡2芦 54 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464 ―1：59．43� 80．1�
610 アシャカボラール 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 ラツキー牧場 474 ―1：59．82� 64．1	
59 ウインウェルス 牡2栗 54 松岡 正海
ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 494 ― 〃 クビ 27．8�
46 モルトカズマ 牡2栗 54 内田 博幸�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 500 ―1：59．9� 8．2�
11 クールヤシャマル 牡2鹿 54 田中 勝春川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 笹島 政信 540 ―2：00．0クビ 12．3
713 キックユアターフ 牡2栗 54 小野寺祐太 �エスティファーム 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 446 ―2：00．32 195．7�
34 ア オ テ ン 牡2鹿 54 蛯名 正義 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 472 ―2：00．51 7．7�
23 ニシノライト 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 450 ―2：00．6� 116．6�
712 ブルーネビュラ 牝2鹿 54 川須 栄彦 
ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 452 ―2：00．92 49．8�
611 トウショウスレッジ 牡2栗 54 柴田 大知トウショウ産業
 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484 ―2：01．96 80．0�
35 ハ イ ギ ア 牡2栗 54 西田雄一郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか キヨタケ牧場 482 ―2：03．07 68．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，610，500円 複勝： 32，204，300円 枠連： 16，888，600円
馬連： 58，526，500円 馬単： 32，615，700円 ワイド： 28，793，000円
3連複： 70，266，700円 3連単： 101，336，700円 計： 373，242，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 770円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 470円 �� 600円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 326105 的中 � 37262（3番人気）
複勝票数 計 322043 的中 � 36429（4番人気）� 77724（1番人気）� 60941（2番人気）
枠連票数 計 168886 的中 （4－8） 16913（3番人気）
馬連票数 計 585265 的中 �� 36938（4番人気）
馬単票数 計 326157 的中 �� 8069（10番人気）
ワイド票数 計 287930 的中 �� 14917（4番人気）�� 11348（6番人気）�� 31466（1番人気）
3連複票数 計 702667 的中 ��� 30208（4番人気）
3連単票数 計1013367 的中 ��� 5435（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．7―51．1―1：04．6―1：18．0―1：31．2―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウゴテツ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．1．19生 牡2青鹿 母 ルスナイオブカラー 母母 フジノキャラット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイギア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アウアウ号・アリオンダンス号・クレマンダルザス号・ナオミベガス号・ノアヴィクトリー号・ヤコブノハシゴ号



21067 8月16日 晴 良 （27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

24 アールブリュット 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：45．3 3．3�
47 デルフィーノ 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 462＋121：45．4� 4．2�
12 カレンリスベット 牝4黒鹿55 M．デムーロ鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476± 01：45．61� 6．2�
714 プレミアステイタス 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488＋ 81：46．34 26．1�
59 � フィフスセント 牝5青鹿55 宮崎 北斗下河	行雄氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 484＋16 〃 アタマ 39．5

816 ホープフルデイズ 牝3黒鹿52 津村 明秀 �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 B432＋ 41：46．51 206．4�
48 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 25．3�
817� レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 458＋ 81：46．6	 5．8
36 アイノカケハシ 牝3鹿 52 吉田 豊國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 428＋161：46．7	 22．3�
715� バードオンアスク 牝4鹿 55 江田 照男戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 482＋131：46．8	 249．9�
35 ミュゼリトルガール 牝4鹿 55 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 432＋ 41：47．11� 16．6�
510 マダムジルウェット 牝4鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 494＋ 4 〃 クビ 122．5�
818 ミラクルアスク 牝5鹿 55 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 446－ 6 〃 同着 62．9�
11 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440± 01：47．52	 68．8�
713 ブルックデイル 牝3青鹿52 蛯名 正義 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 456＋141：48．24 10．6�
612 モ ル ー ア 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋ 6 〃 アタマ 95．5�
23 サニーロマンス 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム 422－ 41：48．94 444．1�

611 グリシーヌシチー 牝3鹿 52
49 ▲石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 458＋ 61：49．75 36．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，806，600円 複勝： 54，456，800円 枠連： 22，975，100円
馬連： 95，674，800円 馬単： 45，249，700円 ワイド： 47，807，300円
3連複： 118，753，000円 3連単： 163，699，900円 計： 586，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 180円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 310円 �� 460円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 378066 的中 � 89298（1番人気）
複勝票数 計 544568 的中 � 98220（1番人気）� 93669（2番人気）� 73124（4番人気）
枠連票数 計 229751 的中 （2－4） 25686（1番人気）
馬連票数 計 956748 的中 �� 97278（1番人気）
馬単票数 計 452497 的中 �� 26865（1番人気）
ワイド票数 計 478073 的中 �� 43169（1番人気）�� 25703（4番人気）�� 20103（6番人気）
3連複票数 計1187530 的中 ��� 55771（2番人気）
3連単票数 計1636999 的中 ��� 23735（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．5―11．7―11．8―12．2―11．7―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．6―47．3―59．1―1：11．3―1：23．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールブリュット �
�
父 Makfi �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．6．21 函館1着

2012．2．28生 牝3鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 5戦2勝 賞金 17，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリシーヌシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月16日まで平地

競走に出走できない。

21068 8月16日 晴 良 （27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

59 イントロダクション 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 438＋ 61：21．0 1．7�
818� ハ ナ フ ブ キ 牝4黒鹿55 蛯名 正義幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 422－ 21：21．21	 17．2�
36 カボスチャン 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 432＋161：21．3クビ 74．9�
713 ホッコーヴァール 牝3黒鹿52 田中 勝春矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 526＋20 〃 クビ 20．0�
35 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント黒岩 陽一 浦河 大島牧場 462＋201：21．4	 75．0	
23 アスコルティ 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋22 〃 アタマ 4．8

48 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿52 松岡 正海有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 422± 01：21．5	 36．0�
715 ロッカバラード 牡4青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 アタマ 13．8�
612 コスモラパン 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 412＋ 21：21．6
 17．8
611� シークレットベース 牝7鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 446＋ 21：21．7クビ 30．7�
12 タカラジャンヌ 牝4鹿 55 武士沢友治村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 420＋14 〃 ハナ 143．2�
714 レッドルシアン 牝4栗 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454＋101：21．8	 41．1�
510 サンタレジーナ 牝4栗 55 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B494± 0 〃 クビ 64．4�
816 クィーンパレット 牝3鹿 52 戸崎 圭太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 448＋101：22．01� 11．6�
817 ジョーヌダンブル 牝4栗 55 石橋 脩藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 478－ 41：22．1	 170．7�
11 ダイワフェーム 牡5黒鹿57 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 田上 稔 462＋ 61：22．31	 272．8�
47 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿57 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 482－101：22．4	 183．7�

（17頭）
24 � エンジェルミディ 牝4栗 55 北村 宏司�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，988，200円 複勝： 56，789，900円 枠連： 26，001，300円
馬連： 94，273，400円 馬単： 56，316，000円 ワイド： 48，214，500円
3連複： 116，367，500円 3連単： 191，699，500円 計： 628，650，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 960円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，960円 �� 13，740円

3 連 複 ��� 35，260円 3 連 単 ��� 93，900円

票 数

単勝票数 差引計 389882（返還計 108） 的中 � 179358（1番人気）
複勝票数 差引計 567899（返還計 210） 的中 � 239750（1番人気）� 29048（6番人気）� 8767（13番人気）
枠連票数 差引計 260013（返還計 11） 的中 （5－8） 41065（1番人気）
馬連票数 差引計 942734（返還計 912） 的中 �� 53930（5番人気）
馬単票数 差引計 563160（返還計 298） 的中 �� 23857（6番人気）
ワイド票数 差引計 482145（返還計 450） 的中 �� 20470（5番人気）�� 6216（21番人気）�� 859（78番人気）
3連複票数 差引計1163675（返還計 2045） 的中 ��� 2475（92番人気）
3連単票数 差引計1916995（返還計 3779） 的中 ��� 1480（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．0―34．1―45．7―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イントロダクション �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー 2013．8．31 新潟3着

2011．2．16生 牝4栗 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 18戦2勝 賞金 42，680，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 エンジェルミディ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ブルーヴァルキリー号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・

7番）
ロッカバラード号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・7
番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オホーツク号



21069 8月16日 晴 稍重 （27新潟2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走14時35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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 ア ル タ イ ル 牡3栗 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B482＋ 41：52．9 2．0�
46 ゴーイングベル 牡5芦 57 木幡 初広田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520＋ 81：53．21� 23．6�
35 リ ッ カ ル ド 	4芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：53．73 4．6�
610 サンライズワールド 	5栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋ 81：53．8
 32．0�
22 アドマイヤランディ 牡4栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：54．11� 7．8�
34 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 M．デムーロ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 ハナ 7．2	
815 サンライズウェイ 牡5栗 57 蛯名 正義松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：54．31 51．9

712 ニットウスバル 牡3鹿 54 藤岡 佑介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 518＋20 〃 クビ 16．9�
11 � ミキノハルモニー 牡4栃栗57 小牧 太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：54．4
 63．2
23 スリータイタン 	6黒鹿57 津村 明秀永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 456＋ 2 〃 クビ 206．3�
58 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 432＋ 81：54．5
 28．7�
47 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 内田 博幸中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 514－ 2 〃 クビ 30．3�
59 � シンクヴェトリル 牡6鹿 57 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 562－ 21：54．6クビ 106．0�
611� ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 石川裕紀人山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 456－101：55．13 40．1�
713 メテオライト 	6栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 508－101：55．42 106．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，476，800円 複勝： 63，975，600円 枠連： 34，687，300円
馬連： 134，725，700円 馬単： 65，351，400円 ワイド： 62，277，100円
3連複： 165，928，100円 3連単： 267，838，600円 計： 841，260，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 310円 � 140円 枠 連（4－8） 1，660円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 850円 �� 240円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 19，900円

票 数

単勝票数 計 464768 的中 � 180742（1番人気）
複勝票数 計 639756 的中 � 180683（1番人気）� 34572（5番人気）� 117414（2番人気）
枠連票数 計 346873 的中 （4－8） 16136（7番人気）
馬連票数 計1347257 的中 �� 36447（9番人気）
馬単票数 計 653514 的中 �� 12573（13番人気）
ワイド票数 計 622771 的中 �� 17214（8番人気）�� 78990（1番人気）�� 11516（14番人気）
3連複票数 計1659281 的中 ��� 35804（7番人気）
3連単票数 計2678386 的中 ��� 9756（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．9―50．2―1：03．1―1：15．6―1：28．5―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡3栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 10戦3勝 賞金 54，262，000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） 2頭 ニシノゲンキマル号・リアライズブラザー号

21070 8月16日 晴 良 （27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，26．8．16以降27．8．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 クリノタカラチャン 牝5黒鹿53 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424＋ 41：20．1 10．9�
12 コ リ ー ヌ 牝6鹿 52 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 21：20．2� 5．0�
11 サトノプレジデント �6黒鹿54 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－101：20．3� 19．6�
612	 ホッコーアムール 牝5青 54 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 470＋ 41：20．4
 12．3�
816 ラッフォルツァート 牝3鹿 52 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 454－ 61：20．61� 9．2�
510 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 54 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 41：20．81� 14．7	
36 	 キングクリチャン 牡6栗 52 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504＋ 4 〃 クビ 192．7

817 レッドカーラ 牝3黒鹿51 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428＋ 21：20．9クビ 7．3�
48 マイネルディアベル 牡4青鹿57．5 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 464＋16 〃 クビ 42．3�
714 エクスクライム 牡6栗 54 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 460－ 21：21．11� 84．4
611 マルターズアポジー 牡3鹿 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 526－ 6 〃 クビ 4．5�
24 	 マンハッタンヘンジ 牡4黒鹿55 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 518＋141：21．41� 23．7�
713 サンマルホウセキ 牝4鹿 54 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 442＋ 4 〃 アタマ 24．3�
23 ナオミノユメ 牝6鹿 51 吉田 豊塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 444－ 41：21．5
 42．1�
35 ショウナンワダチ 牡4芦 58 戸崎 圭太国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 486－ 21：21．6
 13．2�
59 ウインスプラッシュ 牡4鹿 56 内田 博幸�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 498＋ 61：22．02
 20．4�
715 レッドセイリング 牝5鹿 52 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500± 01：22．31� 66．1�
818 イントゥザストーム 牝6鹿 51 江田 照男金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 418－ 61：22．51
 118．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，095，300円 複勝： 68，511，100円 枠連： 48，471，900円
馬連： 179，265，900円 馬単： 74，078，700円 ワイド： 77，582，400円
3連複： 242，519，000円 3連単： 326，869，200円 計： 1，065，393，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 230円 � 440円 枠 連（1－4） 1，980円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，720円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 18，850円 3 連 単 ��� 102，010円

票 数

単勝票数 計 480953 的中 � 34986（5番人気）
複勝票数 計 685111 的中 � 59404（5番人気）� 88687（2番人気）� 36822（8番人気）
枠連票数 計 484719 的中 （1－4） 18914（7番人気）
馬連票数 計1792659 的中 �� 50229（7番人気）
馬単票数 計 740787 的中 �� 9038（18番人気）
ワイド票数 計 775824 的中 �� 20685（6番人気）�� 7200（34番人気）�� 10526（20番人気）
3連複票数 計2425190 的中 ��� 9646（63番人気）
3連単票数 計3268692 的中 ��� 2323（326番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．9―45．5―57．3―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノタカラチャン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．6．30 福島6着

2010．4．15生 牝5黒鹿 母 バンビーナピノ 母母 リトミコバンブー 35戦4勝 賞金 77，889，000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 ヤサカオディール号
（非抽選馬） 1頭 ゴットラウディー号

２レース目



21071 8月16日 晴 良 （27新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第50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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

812 レッドアリオン 牡5鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 480－ 41：32．6 4．7�
44 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－ 21：32．7	 11．7�
710 ヤングマンパワー 牡3黒鹿53 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 540＋181：32．8
 23．6�
56 アルマディヴァン 牝5栗 54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484－ 2 〃 アタマ 21．9�
68 アルバタックス 牡5栗 56 内田 博幸 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 41：32．9	 18．8	
67 シャイニープリンス 牡5青鹿56 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 490－ 41：33．0クビ 24．8

55 カフェブリリアント 牝5栗 55 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 432＋ 4 〃 クビ 4．1�
11 サトノギャラント 牡6黒鹿56 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 5．8�
811 エキストラエンド 牡6鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474＋ 81：33．1クビ 6．5
22 エールブリーズ 牡5青鹿56 柴田 大知 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 0 〃 クビ 37．7�
33 スマートオリオン 牡5栗 57 戸崎 圭太大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 508＋ 4 〃 アタマ 5．9�
79 ゴールドベル 牡6黒鹿56 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 482－ 21：33．2クビ 82．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 196，275，700円 複勝： 258，139，400円 枠連： 143，186，200円 馬連： 727，072，800円 馬単： 318，379，300円
ワイド： 270，844，100円 3連複： 1，003，975，000円 3連単： 1，879，184，400円 5重勝： 596，674，400円 計： 5，393，731，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 360円 � 670円 枠 連（4－8） 2，380円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，060円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 25，190円 3 連 単 ��� 109，570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����� 3，423，540円

票 数

単勝票数 計1962757 的中 � 333374（2番人気）
複勝票数 計2581394 的中 � 391598（2番人気）� 178262（6番人気）� 86052（10番人気）
枠連票数 計1431862 的中 （4－8） 46518（11番人気）
馬連票数 計7270728 的中 �� 147927（13番人気）
馬単票数 計3183793 的中 �� 36239（26番人気）
ワイド票数 計2708441 的中 �� 59438（15番人気）�� 33784（27番人気）�� 19352（44番人気）
3連複票数 計10039750 的中 ��� 29889（91番人気）
3連単票数 計18791844 的中 ��� 12434（415番人気）
5重勝票数 計5966744 的中 ����� 122

ハロンタイム 13．2―11．5―11．7―11．5―11．4―11．2―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．7―36．4―47．9―59．3―1：10．5―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．3
3 12，3，10，7（2，11）5（6，4，8）－9－1 4 12－3（2，10）（7，11）（6，5）8，4（1，9）

勝馬の
紹 介

レッドアリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡5鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 27戦7勝 賞金 254，985，000円
〔制裁〕 レッドアリオン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

21072 8月16日 晴 良 （27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 レッドキャンティー 牝4栗 55 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 448＋14 55．1 16．5�
713 リュウツバメ 牝5鹿 55 蛯名 正義田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 534－10 55．2� 11．6�
612 メランコリア 牝3栗 52 戸崎 圭太�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 474± 0 55．41� 6．6�
816 フラワーハート 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 450＋ 6 55．5� 63．6�
12 ルネッタアスール 牝6鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472＋ 8 55．6� 74．7�
714 タ タ ラ 牡3栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 408＋ 4 55．7� 30．6	
47 スミレタンポポ 牝3鹿 52 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 400＋ 2 〃 クビ 112．4

11 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 52 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 484＋ 8 55．8クビ 3．3�
48 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 456－14 〃 ハナ 11．0�
818 ヴィクトリースノー 牝3芦 52

49 ▲野中悠太郎古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 392± 0 〃 ハナ 4．6
59 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 508＋ 6 〃 ハナ 7．9�
24 ケモノタイプ 牡3栗 54 川須 栄彦副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 B482＋ 2 56．54 112．5�
35 � カンタベリーヒメ 牝3鹿 52 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B456＋ 6 〃 アタマ 187．3�
23 � ファイアキング 牡5鹿 57 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 恵比寿牧場 B460＋ 2 〃 クビ 307．4�
611 フジマサジャンボ 牡3青鹿54 松岡 正海藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 460＋ 8 56．6� 19．2�
510� オキテスグメシ 牡4栗 57 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 446－ 2 〃 ハナ 239．4�
817 マイネパシオーネ 牝4栗 55 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 442＋ 4 56．81 27．6�
715 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 的場 勇人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 464＋ 8 〃 アタマ 21．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 84，123，900円 複勝： 95，754，500円 枠連： 66，534，900円
馬連： 214，041，000円 馬単： 97，937，800円 ワイド： 101，660，100円
3連複： 300，445，000円 3連単： 452，880，700円 計： 1，413，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 510円 � 370円 � 250円 枠 連（3－7） 4，010円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 17，320円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，640円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 16，460円 3 連 単 ��� 132，500円

票 数

単勝票数 計 841239 的中 � 40732（7番人気）
複勝票数 計 957545 的中 � 44970（7番人気）� 67128（6番人気）� 113577（3番人気）
枠連票数 計 665349 的中 （3－7） 12856（20番人気）
馬連票数 計2140410 的中 �� 21533（32番人気）
馬単票数 計 979378 的中 �� 4240（73番人気）
ワイド票数 計1016601 的中 �� 9433（34番人気）�� 15936（18番人気）�� 26876（7番人気）
3連複票数 計3004450 的中 ��� 13684（54番人気）
3連単票数 計4528807 的中 ��� 2478（488番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．8―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．8―43．3

上り4F43．2－3F33．1
勝馬の
紹 介

レッドキャンティー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2013．7．7 福島6着

2011．4．23生 牝4栗 母 ホリディオンワード 母母 サンデーオンワード 9戦2勝 賞金 18，098，000円
〔制裁〕 パッシオーネラヴィ号の騎手石川裕紀人は，競走中盤で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・4番）

フラワーハート号の騎手伴啓太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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） 3頭 ウールーシュヴァル号・シンボリゾンネ号・トーセンジャステス号

５レース目



（27新潟2）第6日 8月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 194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

234，550，000円
10，640，000円
1，680，000円
21，240，000円
72，589，000円
5，248，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
620，659，600円
808，566，100円
455，026，600円
1，804，883，800円
859，710，100円
796，446，100円
2，409，669，300円
3，918，599，000円
596，674，400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 12，270，235，000円

総入場人員 16，035名 （有料入場人員 13，693名）
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