
21073 8月22日 曇 良 （27新潟2）第7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）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

611 ビービーバーレル 牝2栗 54 M．デムーロ坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 470＋ 21：34．2 2．9�
36 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 436－ 41：34．94 4．1�
612 アオイサンシャイン 牝2黒鹿54 岩田 康誠新谷 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± 01：35．43 6．8�
510 ファータグリーン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 416＋ 2 〃 クビ 8．9�
715 キーウエスト 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456＋ 4 〃 ハナ 5．6�
23 ラブリーアモン 牝2青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462－ 61：35．5� 240．7	
11 シャイニングアロー 牝2青 54

51 ▲木幡 初也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 448－ 21：35．82 48．4

59 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 454＋ 21：35．9クビ 11．9�
818 シゲルコブダイ 牝2鹿 54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 434－ 61：36．22 71．7�
48 マーベリック 牝2栗 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 436－101：36．41� 218．1�
714 パントコート 牝2鹿 54 大野 拓弥伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 452＋ 41：36．5クビ 214．9�
816 シェヴェルニー 牝2黒鹿54 江田 照男ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 400± 01：36．6� 82．1�
817 ア ツ コ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 472± 01：37．02� 40．1�
12 アイヅナヨタケ 牝2鹿 54 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 458＋ 21：37．1� 778．1�
47 ゴーゴーダンス 牝2黒鹿54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 454－ 41：37．84 281．1�
713 ジュンハングリー 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 石川 新一 404＋ 21：37．9� 675．3�
24 ア ラ ン チ ャ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 482＋ 61：38．32� 351．9�
35 ミツカネナイト 牝2鹿 54 嘉藤 貴行小山田 満氏 土田 稔 浦河 谷口牧場 436－ 61：38．51� 454．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，460，000円 複勝： 41，727，700円 枠連： 15，535，400円
馬連： 53，044，200円 馬単： 30，868，100円 ワイド： 29，851，700円
3連複： 70，480，300円 3連単： 98，276，800円 計： 366，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 264600 的中 � 73435（1番人気）
複勝票数 計 417277 的中 � 115746（1番人気）� 76031（2番人気）� 51285（4番人気）
枠連票数 計 155354 的中 （3－6） 25690（1番人気）
馬連票数 計 530442 的中 �� 63145（1番人気）
馬単票数 計 308681 的中 �� 19911（2番人気）
ワイド票数 計 298517 的中 �� 28600（1番人気）�� 24969（2番人気）�� 17751（5番人気）
3連複票数 計 704803 的中 ��� 46931（1番人気）
3連単票数 計 982768 的中 ��� 16230（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．9―48．1―1：00．4―1：11．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーバーレル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．28 東京2着

2013．3．25生 牝2栗 母 ファインディンプル 母母 ファインディッシュ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 アランチャ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツカネナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アランチャ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月22日まで出走できない。

21074 8月22日 曇 稍重 （27新潟2）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

713� パラダイスガーデン 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads
Farm, LLC B462＋ 21：12．6 10．5�

611 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 488＋ 41：13．34 3．2�
46 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 B428＋ 21：13．4	 3．5�
610� タ ピ ゴ ン 牡3栗 56 蛯名 正義窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

472－101：13．61 5．6�
35 シベリアンアポジー 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B508± 0 〃 クビ 210．6�
712 トミケンモヴェール 牡3栗 56 岩田 康誠冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 460＋ 61：13．7クビ 10．8	
34 カフェネプチューン 牡3栗 56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 516－ 41：13．91
 17．1

47 トウショウデュラン 牡3栗 56 武士沢友治トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 41：14．22 46．4�
23 グランポルトス �3黒鹿56 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新冠 石田牧場 530＋ 6 〃 ハナ 167．8
58 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 B498＋ 41：14．62� 10．5�
22 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 松岡 正海タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B474－ 41：15．02� 38．9�
11 トラディショナル 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440± 01：15．32 375．5�

814 アサクサフルート 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 436＋ 61：16．04 417．7�

59 シャトーボルト 牡3鹿 56 宮崎 北斗円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 494＋101：17．7大差 592．5�
815 ピュウモッソ 牡3青鹿56 吉田 隼人片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 492＋101：18．33� 13．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，590，900円 複勝： 31，427，800円 枠連： 12，883，300円
馬連： 45，273，300円 馬単： 24，426，400円 ワイド： 25，392，300円
3連複： 56，371，900円 3連単： 72，919，300円 計： 287，285，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 260円 � 140円 � 130円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 560円 �� 590円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 185909 的中 � 14081（4番人気）
複勝票数 計 314278 的中 � 22793（5番人気）� 65376（2番人気）� 70744（1番人気）
枠連票数 計 128833 的中 （6－7） 17677（2番人気）
馬連票数 計 452733 的中 �� 19774（6番人気）
馬単票数 計 244264 的中 �� 4747（13番人気）
ワイド票数 計 253923 的中 �� 10588（6番人気）�� 10038（7番人気）�� 33406（1番人気）
3連複票数 計 563719 的中 ��� 19887（3番人気）
3連単票数 計 729193 的中 ��� 3341（34番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．7―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パラダイスガーデン �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Chineur デビュー 2015．1．25 中山8着

2012．4．7生 牝3栗 母 Forbidden Paradise 母母 Villa Nova 7戦1勝 賞金 6，400，000円
〔その他〕 ピュウモッソ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

タマモヴィオーラ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーボルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月22日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ピュウモッソ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月22日まで出走できない。

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７日



21075 8月22日 曇 良 （27新潟2）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時10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
2：00．2
1：56．1

良
良

59 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 42：01．4 1．9�
35 リコリアーノ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 398－ 42：01．72 93．1�
715 ダノングリーン 牝3青鹿54 北村 宏司�ダノックス 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 456－102：01．8クビ 14．2�
816 クラウンジーニアス 牡3栗 56 岩田 康誠�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B484＋ 42：01．9� 5．1�
11 シャイニングカフェ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 510 ―2：02．0� 118．7�
24 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 460－ 6 〃 ハナ 8．7	
818 モントレーベイ 牡3芦 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 474＋ 8 〃 クビ 16．0

612 サウザンリーブス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444＋ 22：02．1� 12．4�
48 バトルボンネビル 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太宮川 秋信氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 442－ 4 〃 ハナ 509．5
817 マリーズラン 牝3鹿 54 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 462＋ 6 〃 アタマ 114．5�
47 ウエスタンレオーネ 牡3青鹿56 柴田 善臣西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 22：02．31 27．1�
714 ナイスイタリアン 牡3鹿 56 宮崎 北斗小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 B478± 02：02．51� 414．1�
12 サニーゴールド 牡3青鹿56 大野 拓弥堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B502＋ 22：04．110 35．2�
36 サンディアタッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B444－ 22：04．2クビ 56．8�
713 カワキタコクリコ 牝3栗 54 嘉藤 貴行川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 藤本牧場 390＋102：04．52 341．5�
23 リンガスプライム 牡3栗 56 松岡 正海伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 486＋ 22：04．71� 41．1�
611 ケイビイノキセキ 牡3鹿 56 武士沢友治菊池 昭雄氏 田村 康仁 浦河 駿河牧場 B510± 02：05．12� 19．6�
510 シーズバウンティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530 ― （競走中止） 34．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，673，500円 複勝： 32，887，000円 枠連： 15，337，900円
馬連： 48，353，800円 馬単： 28，549，200円 ワイド： 27，425，600円
3連複： 61，843，700円 3連単： 81，048，000円 計： 318，118，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 1，230円 � 380円 枠 連（3－5） 3，620円

馬 連 �� 7，920円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 620円 �� 7，360円

3 連 複 ��� 26，320円 3 連 単 ��� 130，280円

票 数

単勝票数 計 226735 的中 � 91930（1番人気）
複勝票数 計 328870 的中 � 93102（1番人気）� 4916（13番人気）� 18610（7番人気）
枠連票数 計 153379 的中 （3－5） 3281（14番人気）
馬連票数 計 483538 的中 �� 4727（21番人気）
馬単票数 計 285492 的中 �� 1960（33番人気）
ワイド票数 計 274256 的中 �� 2668（22番人気）�� 12105（5番人気）�� 917（56番人気）
3連複票数 計 618437 的中 ��� 1762（69番人気）
3連単票数 計 810480 的中 ��� 451（339番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．0―12．9―12．0―12．2―12．4―12．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．4―48．3―1：00．3―1：12．5―1：24．9―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

2
4

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

マコトギンスバーグ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．19 東京8着

2012．5．27生 牡3鹿 母 マコトスズラン 母母 ゲ イ ン ザ ー 12戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 シーズバウンティ号は，競走中に疾病〔右第3中足骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キャンドルスピン号・クートネイ号・ドラゴンハピネス号・ニシノリコルディ号

21076 8月22日 曇 稍重 （27新潟2）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

610 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470± 01：55．7 2．8�
47 ミスタービン 牡3鹿 56 和田 竜二平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：56．23 13．3�
22 アクティブボス 牡3青 56

53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 488－ 41：56．73 8．0�
23 ダイワバース 牡3黒鹿56 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B464－ 21：56．8� 20．7�
34 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 482－ 6 〃 クビ 93．7�
713 ロードメタリック �3青鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 21：57．22� 2．5	
815 ディスコルディア 牝3青鹿54 柴田 善臣�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B448＋ 21：57．51� 6．5

712 サノタイクーン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 450－ 61：57．92� 69．6�
611 ゴールドストーリー 牡3栗 56 吉田 隼人居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 486＋141：58．21� 360．4�
59 ビビッドモア 牡3鹿 56 北村 宏司湊 義明氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 464－ 21：58．3� 52．1
58 グランノーヴァ 牡3栗 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：59．04 30．7�
11 サンコールドウェル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 492± 01：59．1� 430．7�
35 テンザリッチ 牡3青 56 杉原 誠人天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 468＋102：00．48 222．7�
814 ファニーガール 牝3栗 54 西田雄一郎水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 440± 02：00．61� 202．5�
46 スターウインド 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 450－102：03．0大差 194．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，747，400円 複勝： 25，486，600円 枠連： 13，289，600円
馬連： 45，404，800円 馬単： 28，845，000円 ワイド： 26，300，000円
3連複： 56，543，100円 3連単： 93，500，300円 計： 313，116，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 280円 � 200円 枠 連（4－6） 1，820円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 680円 �� 480円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 19，740円

票 数

単勝票数 計 237474 的中 � 67419（2番人気）
複勝票数 計 254866 的中 � 67191（1番人気）� 18194（5番人気）� 29122（4番人気）
枠連票数 計 132896 的中 （4－6） 5640（8番人気）
馬連票数 計 454048 的中 �� 19016（8番人気）
馬単票数 計 288450 的中 �� 6989（11番人気）
ワイド票数 計 263000 的中 �� 9967（7番人気）�� 14854（4番人気）�� 4331（16番人気）
3連複票数 計 565431 的中 ��� 9067（14番人気）
3連単票数 計 935003 的中 ��� 3433（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．1―13．0―12．7―12．8―12．8―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．6―50．6―1：03．3―1：16．1―1：28．9―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キールコネクション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．12．27 中山5着

2012．4．10生 牡3栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 9戦1勝 賞金 10，240，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターウインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22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） 2頭 イクシア号・ルパン号
（非抽選馬） 1頭 プラセンタ号



21077 8月22日 曇 良 （27新潟2）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・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
2：03．0
1：59．9

良
良

11 ケルフロイデ 牡2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472 ―2：05．9 2．2�
710 ド ン チ ャ ブ 牡2鹿 54 内田 博幸古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 456 ―2：06．0� 33．5�
55 ヤマニンシルフ 牡2栗 54 戸崎 圭太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 426 ―2：06．1� 11．4�
79 アポロオスカー 牝2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 428 ― 〃 ハナ 37．2�
56 ウインフィロソフィ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 414 ―2：06．31� 72．0	
33 ミュゼウェルズ 牡2鹿 54 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか チャンピオンズファーム 436 ―2：06．4クビ 4．6

22 オールプリュネル 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 446 ―2：06．5� 8．9�
44 ノーブルポセイドン 牡2栗 54 和田 竜二吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 488 ―2：06．82 53．3�
812 モウカッテル 牡2鹿 54 岩田 康誠田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 436 ―2：06．9� 4．8
68 キングスナップ 牡2栗 54 武士沢友治村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 452 ―2：07．0クビ 185．5�
811 コスモラフム 牡2栗 54

51 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 440 ―2：07．63� 100．5�
67 キングジャスパー 牡2青鹿54 田中 勝春�ラ・メール 森田 直行 新ひだか 野坂牧場 476 ―2：18．9大差 43．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，473，100円 複勝： 29，450，000円 枠連： 10，608，600円
馬連： 44，195，200円 馬単： 30，274，300円 ワイド： 23，814，000円
3連複： 54，938，500円 3連単： 89，882，100円 計： 313，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 530円 � 220円 枠 連（1－7） 1，460円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 420円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 304731 的中 � 113068（1番人気）
複勝票数 計 294500 的中 � 93516（1番人気）� 9502（7番人気）� 29714（5番人気）
枠連票数 計 106086 的中 （1－7） 5612（6番人気）
馬連票数 計 441952 的中 �� 12420（10番人気）
馬単票数 計 302743 的中 �� 5972（13番人気）
ワイド票数 計 238140 的中 �� 5316（12番人気）�� 16101（4番人気）�� 2739（20番人気）
3連複票数 計 549385 的中 ��� 7122（19番人気）
3連単票数 計 898821 的中 ��� 2392（88番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．9―14．4―13．1―12．6―12．5―12．1―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―37．5―51．9―1：05．0―1：17．6―1：30．1―1：42．2―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ケルフロイデ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Monsun 初出走

2013．2．22生 牡2鹿 母 ケルアモーレ 母母 Qelle Amie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングジャスパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22日まで平地

競走に出走できない。
※ウインフィロソフィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21078 8月22日 曇 良 （27新潟2）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

611 タンタラスノオカ 牡2黒鹿54 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 448 ―1：22．8 13．8�
510 ジュエリーストーム 牝2鹿 54 大野 拓弥 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 444 ―1：23．01� 15．3�
23 スマートスペクター 牡2鹿 54 M．デムーロ大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 436 ―1：23．1� 2．5�
48 ビナイーグル 牡2鹿 54 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 498 ―1：23．2	 3．5�
59 ミラクルプリンス 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 初也国田 正忠氏 黒岩 陽一 浦河 信成牧場 450 ―1：23．41� 17．9�
713 キョウエイアムール 牝2栗 54 西田雄一郎田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 400 ―1：23．5クビ 59．9�
816 ジェイシックス 牡2芦 54 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 508 ― 〃 同着 12．3	
24 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿54 吉田 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 482 ―1：23．6� 22．6

818 アルマラナキラ 牡2栗 54 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 454 ―1：23．7� 69．5�
36 ハットヴィルゴ 牝2鹿 54 田中 勝春服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 アタマ 15．9�
817 ア オ ア ク ア 牝2黒鹿54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 北俣 牧夫 446 ―1：23．91� 72．2�
35 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 津村 明秀野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 454 ― 〃 クビ 103．4�
714 バカラボナセーラ 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 428 ―1：24．0クビ 30．3�
715 イ ル メ リ オ 牝2鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 大島牧場 440 ― 〃 ハナ 53．5�
12 ヤコブノハシゴ 牡2鹿 54 村田 一誠村田 滋氏 柄崎 孝 新ひだか 畠山牧場 432 ―1：24．1� 117．0�
47 タ ニ ガ ワ 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442 ―1：24．95 209．6�
612 ウィンチケット 牡2黒鹿54 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 444 ― 〃 クビ 272．1�
11 ノーブルパンドラ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉木 伸彦氏 松永 康利 浦河 
川 啓一 458 ―1：25．64 123．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，509，300円 複勝： 28，606，800円 枠連： 17，119，800円
馬連： 47，478，500円 馬単： 28，848，800円 ワイド： 26，625，800円
3連複： 57，462，800円 3連単： 77，046，500円 計： 310，698，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 280円 � 350円 � 140円 枠 連（5－6） 4，520円

馬 連 �� 9，500円 馬 単 �� 15，990円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 600円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 78，120円

票 数

単勝票数 計 275093 的中 � 16862（4番人気）
複勝票数 計 286068 的中 � 22904（3番人気）� 16870（6番人気）� 73674（1番人気）
枠連票数 計 171198 的中 （5－6） 2932（18番人気）
馬連票数 計 474785 的中 �� 3873（26番人気）
馬単票数 計 288488 的中 �� 1353（46番人気）
ワイド票数 計 266258 的中 �� 2487（26番人気）�� 11851（2番人気）�� 8626（5番人気）
3連複票数 計 574628 的中 ��� 5212（19番人気）
3連単票数 計 770465 的中 ��� 715（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．4―46．2―58．5―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．6
3 15，9（4，10）（11，14）（3，13）16（5，6，18）（8，17）2－12－1，7 4 ・（15，9）10（4，11，14）（3，13，16）（6，18）（5，17）（2，8）＝12－（1，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タンタラスノオカ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2013．3．2生 牡2黒鹿 母 カンタベリーラヴ 母母 エイダイアスワン 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 アートラヴァー号・カンタベリーマイン号・キングヘラクレス号



21079 8月22日 曇 良 （27新潟2）第7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）
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

35 シゲルカゼノボン 牝3黒鹿54 松岡 正海森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B498－ 4 56．9 3．4�
817 スティンライクビー 牡3青鹿56 M．デムーロ �ローレルレーシング 尾関 知人 青森 ワールドファーム B464＋ 4 〃 ハナ 5．2�
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 454－ 2 57．32� 2．2�
510 ミュゼメルノワール 牡3芦 56 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 464－ 2 57．4� 12．0�
818 ラブテンダー 牝3黒鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 8 57．61	 40．1�
816 ケイジースワロー 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 440＋ 2 57．92 28．3	
59 ウォーターリリー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462± 0 〃 クビ 331．7�
715 シンボリマティス 牡3鹿 56 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 470－12 58．21� 59．3�
36 レディームーン 牝3栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 404－14 〃 クビ 39．9
12 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿54 江田 照男 
荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440＋ 2 58．3クビ 20．2�
714 ユキノマイクイーン 牝3芦 54 宮崎 北斗福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 428＋ 6 58．51	 294．7�
611 ロードアルタイル 牡3鹿 56 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 平取 協栄組合 444± 0 〃 クビ 25．0�
23 ロ ッ セ ー ラ 牝3青鹿54 杉原 誠人藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 444－ 8 58．71	 480．4�
48 スリーコンサート 牝3鹿 54 吉田 隼人永井商事� 田中 剛 安平 ノーザンファーム 430－ 6 59．12� 44．6�
612 ユ ン ゼ イ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 B448＋ 4 59．63 173．5�
11 ヒャッカノサキガケ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 378－ 8 59．7� 153．1�

24 ロトスコープ 牝3鹿 54 西田雄一郎松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 460 ―1：00．76 90．2�
（17頭）

47 ユ ピ テ ル 牡3黒鹿 56
53 ▲野中悠太郎
ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，068，300円 複勝： 39，084，800円 枠連： 18，359，400円
馬連： 65，840，900円 馬単： 38，932，500円 ワイド： 33，322，800円
3連複： 81，405，800円 3連単： 132，380，100円 計： 438，394，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（3－8） 1，020円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 差引計 290683（返還計 14） 的中 � 66565（2番人気）
複勝票数 差引計 390848（返還計 21） 的中 � 55413（2番人気）� 49792（3番人気）� 166055（1番人気）
枠連票数 差引計 183594（返還計 7 ） 的中 （3－8） 13820（4番人気）
馬連票数 差引計 658409（返還計 77） 的中 �� 35367（4番人気）
馬単票数 差引計 389325（返還計 93） 的中 �� 10174（10番人気）
ワイド票数 差引計 333228（返還計 95） 的中 �� 16258（4番人気）�� 52956（1番人気）�� 31651（2番人気）
3連複票数 差引計 814058（返還計 485） 的中 ��� 76988（1番人気）
3連単票数 差引計1323801（返還計 577） 的中 ��� 14189（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．9―44．9

上り4F44．7－3F34．2
勝馬の
紹 介

シゲルカゼノボン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．7．20 中京3着

2012．4．9生 牝3黒鹿 母 シゲルコレデモカ 母母 シゲルマジックロンプ 8戦1勝 賞金 13，490，000円
〔出走取消〕 ユピテル号は，疾病〔右飛節部裂創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロトスコープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22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 コウユーココロザシ号
（非抽選馬） 2頭 ジュビリーライン号・ファミリーズオナー号

21080 8月22日 曇 稍重 （27新潟2）第7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）

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

23 ダイワバロニス 牝4青鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：54．1 9．4�
46 メリーウィドウ 牝4鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 4 〃 ハナ 4．6�
58 タイセイティグレス 牝4青鹿55 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 472＋ 81：54．2� 7．1�
11 エグランティエ 牝3栗 52 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 426＋ 41：55．05 3．0�
814 ユ ッ コ 牝3栗 52 吉田 隼人瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B488－ 81：55．1� 24．0	
35 スラリーアイス 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 454＋ 41：55．52� 92．9

34 アイヅラブリー 牝4鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 462＋ 2 〃 クビ 223．1�
815 クリッパールート 牝3黒鹿52 蛯名 正義�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 458－ 41：55．6クビ 12．4
610 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 486± 01：55．81� 12．6�
713 ヴァールハイト 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474－ 41：56．01� 25．0�
22 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 52 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B468－ 41：56．32 124．6�
611 ファストクリス 牝3鹿 52 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 434－ 2 〃 ハナ 57．6�
712 アドマイヤイチバン 牝5青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 492－ 21：56．61� 7．1�
59 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 460－ 21：56．7� 28．0�
47 シゲルトオトウミ 牝4栗 55 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 鎌田 正嗣 460± 01：58．5大差 147．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，173，800円 複勝： 42，523，200円 枠連： 19，306，900円
馬連： 73，250，700円 馬単： 36，838，300円 ワイド： 37，066，000円
3連複： 86，885，000円 3連単： 119，079，700円 計： 443，123，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 180円 � 210円 枠 連（2－4） 2，370円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，310円 �� 610円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 35，180円

票 数

単勝票数 計 281738 的中 � 23946（5番人気）
複勝票数 計 425232 的中 � 33448（5番人気）� 71340（2番人気）� 51557（4番人気）
枠連票数 計 193069 的中 （2－4） 6301（13番人気）
馬連票数 計 732507 的中 �� 22587（10番人気）
馬単票数 計 368383 的中 �� 5751（18番人気）
ワイド票数 計 370660 的中 �� 10591（9番人気）�� 7052（14番人気）�� 16332（4番人気）
3連複票数 計 868850 的中 ��� 10363（17番人気）
3連単票数 計1190797 的中 ��� 2454（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．2―50．5―1：03．1―1：15．3―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
13，14（6，8，15）（5，12）7（1，9）2，3，4－10，11・（13，14）（6，8，15）（5，12）（3，1，2）（4，9，7，10）11

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダイワバロニス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山5着

2011．3．28生 牝4青鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル 5戦3勝 賞金 20，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 サンレイフレンチ号



21081 8月22日 晴 良 （27新潟2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 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
賞 品

本 賞 7，350，000
7，350，000

円
円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円

付 加 賞 270，000
270，000

円
円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

22 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 432－ 61：34．4 2．9�
610� レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 M．デムーロ飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454－ 4 〃 同着 5．7�
611	 オ ホ ー ツ ク 牡3芦 54 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 550－121：34．61 20．1�
58 ダブルコーク 牡4黒鹿57 北村 宏司�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 61：34．81 17．8�
35 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± 0 〃 クビ 23．0�
34 ムーンマジェスティ 牡3栗 54 内田 博幸伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 412－ 4 〃 アタマ 9．1	
11 ブレイクザポケット 牡3鹿 54 蛯名 正義 
サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 41：34．9
 4．9�
59 � ハナズウェポン 牡4栗 57 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 480＋ 21：35．0クビ 28．1�
814 ラ ミ ー ロ 牡3栗 54 酒井 学門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 468－ 2 〃 アタマ 137．4
46 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 440－ 21：35．21� 102．8�
47 キュリオスティー 牝4鹿 55 岩田 康誠 
キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：35．3
 6．3�
815 サンタナブルー 牡3黒鹿54 和田 竜二 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 450＋ 41：35．4クビ 84．4�
23 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B454＋ 81：35．72 19．4�
712� シンボリゾンネ 牡7栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 532＋ 21：36．65 190．3�
713� イーストフォンテン 牡4芦 57 松岡 正海吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 518＋ 21：36．7� 367．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，883，900円 複勝： 57，408，900円 枠連： 22，272，300円
馬連： 109，997，500円 馬単： 49，882，200円 ワイド： 46，121，100円
3連複： 125，503，900円 3連単： 188，539，500円 計： 634，609，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

160円
250円 複 勝 �

�
140円
180円 � 550円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 980円 馬 単 ��
��

920円
1，090円

ワ イ ド �� 410円 ��
��

1，380円
1，690円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ���
���

12，110円
14，300円

票 数

単勝票数 計 348839 的中 � 93192（1番人気）� 48476（3番人気）
複勝票数 計 574089 的中 � 133308（1番人気）� 83597（3番人気）� 18917（9番人気）
枠連票数 計 222723 的中 （2－6） 24556（2番人気）
馬連票数 計1099975 的中 �� 86264（2番人気）
馬単票数 計 498822 的中 �� 20469（3番人気）�� 17024（6番人気）
ワイド票数 計 461211 的中 �� 31388（2番人気）�� 8192（18番人気）�� 6648（23番人気）
3連複票数 計1255039 的中 ��� 16098（18番人気）
3連単票数 計1885395 的中 ��� 5646（72番人気）��� 4776（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．4―47．3―59．2―1：10．8―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 6（9，10）（3，11）（8，14）（1，12，13）（2，15）5，4，7 4 6，9（3，10）（8，11）（1，14）12（5，2，13，15）4，7

勝馬の
紹 介

クインズミラーグロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 In Excess デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．3．25生 牝3黒鹿 母 ジャストトゥートゥー 母母 Marsh Grass 9戦2勝 賞金 27，130，000円
�レインボーラヴラヴ �

�
父 マイネルラヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ （1戦0勝 賞金 0円）

2011．4．21生 牝4青鹿 母 レインボーマグナム 母母 レインボーアルファ 16戦2勝 賞金 30，485，000円
地方デビュー 2013．9．27 船橋

21082 8月22日 晴 稍重 （27新潟2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

な え ば

苗 場 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ヤマチョウフェア 牡7黒鹿57 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478± 01：10．9 124．5�
22 キタサンサジン 牡3栗 54 岩田 康誠�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 510± 01：11．11� 3．1�
611 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 480－ 21：11．63 4．0�
713	 アキノアッパー 牡5栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 488＋121：11．7
 34．5�
58 	 アドマイヤシャドウ 牡6鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 486± 01：11．8� 7．8�
23 マークスマン �5鹿 57 村田 一誠 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：12．01� 61．9	
34 タガノヴェルリー 牝3鹿 52 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B430＋ 2 〃 クビ 9．2

11 ガッサンプレイ 牡5栗 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 476－ 21：12．1クビ 14．9�
610 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 宮崎 北斗山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 454＋121：12．2� 72．1�
814 プレシャスルージュ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 ハナ 4．8
46 ヤマニンアルシェ 牡7鹿 57 松岡 正海土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 518－ 61：12．3
 188．8�
59 	 クールヴェント 牡7鹿 57 木幡 初広櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 510－121：12．83 261．0�
35 クロスカップリング �6青鹿57 北村 宏司諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 81：12．9クビ 158．7�
712 シ ャ ラ ク 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 500－101：13．11� 18．9�
815 オーネットサクセス 牝5鹿 55 田中 勝春醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 448＋181：14．16 28．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，390，600円 複勝： 47，995，100円 枠連： 24，744，000円
馬連： 119，941，200円 馬単： 52，411，300円 ワイド： 47，244，700円
3連複： 134，163，100円 3連単： 196，089，400円 計： 659，979，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，450円 複 勝 � 1，310円 � 150円 � 160円 枠 連（2－4） 6，760円

馬 連 �� 15，680円 馬 単 �� 46，900円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 4，100円 �� 350円

3 連 複 ��� 21，370円 3 連 単 ��� 239，330円

票 数

単勝票数 計 373906 的中 � 2402（12番人気）
複勝票数 計 479951 的中 � 6130（12番人気）� 100366（1番人気）� 88991（2番人気）
枠連票数 計 247440 的中 （2－4） 2836（21番人気）
馬連票数 計1199412 的中 �� 5928（37番人気）
馬単票数 計 524113 的中 �� 838（91番人気）
ワイド票数 計 472447 的中 �� 3025（37番人気）�� 2735（41番人気）�� 39776（1番人気）
3連複票数 計1341631 的中 ��� 4707（67番人気）
3連単票数 計1960894 的中 ��� 594（568番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマチョウフェア �
�
父 デュランダル �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．6．11 東京6着

2008．3．22生 牡7黒鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード 35戦4勝 賞金 67，304，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エムエムアリオーン号・サンライズネオ号・タキオンレディー号・ヒカリマサムネ号・ヒカルランナー号・

ブルームーン号・マツノヴィグラス号・ラピダメンテ号



21083 8月22日 晴 良 （27新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

79 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿55 M．デムーロ山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B502－ 42：12．9 8．0�
66 � エーシンマックス 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 500－ 22：13．0	 9．7�
44 
 ショウナンバッハ 牡4鹿 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 438－ 22：13．1	 3．3�
55 エーシングングン 牡6栗 57 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 476－ 82：13．2� 5．4�
67 サンマルホーム 牡5栗 57 内田 博幸相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 444＋ 4 〃 ハナ 12．6�
811 ダノンフェニックス 牡7黒鹿57 蛯名 正義�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 クビ 23．5	
33 アダムスブリッジ 牡3鹿 54 和田 竜二 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 3．1�
810
 スミデロキャニオン 牡6鹿 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－142：13．3	 15．3�
22 マイネルマーク 牡7青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B476＋ 62：13．4	 65．6
78 ロジサンデー 牡6鹿 57 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 474＋ 22：13．61� 82．5�
11 ブライトボーイ 牡6鹿 57 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 490＋ 42：14．45 86．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，509，100円 複勝： 81，695，100円 枠連： 48，492，400円
馬連： 228，301，500円 馬単： 109，189，200円 ワイド： 84，720，300円
3連複： 265，365，100円 3連単： 499，430，100円 計： 1，386，702，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 260円 � 160円 枠 連（6－7） 2，150円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 930円 �� 580円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 28，700円

票 数

単勝票数 計 695091 的中 � 69026（4番人気）
複勝票数 計 816951 的中 � 88626（4番人気）� 72706（5番人気）� 162877（2番人気）
枠連票数 計 484924 的中 （6－7） 17452（15番人気）
馬連票数 計2283015 的中 �� 48890（17番人気）
馬単票数 計1091892 的中 �� 12484（31番人気）
ワイド票数 計 847203 的中 �� 22442（13番人気）�� 38464（4番人気）�� 37098（6番人気）
3連複票数 計2653651 的中 ��� 47694（14番人気）
3連単票数 計4994301 的中 ��� 12612（105番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．6―12．3―12．8―12．0―12．3―12．4―12．0―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�
13．1―24．1―35．7―48．0―1：00．8―1：12．8―1：25．1―1：37．5―1：49．5―2：01．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セ キ シ ョ ウ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．1 中京5着

2010．5．27生 牝5青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 31戦5勝 賞金 101，831，000円

21084 8月22日 晴 稍重 （27新潟2）第7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

35 キープレイヤー 牝4青鹿55 津村 明秀下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 516－ 81：11．5 5．2�

814 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B532＋ 41：12．13� 85．9�
47 メイショウカノン 牡4青鹿57 内田 博幸松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：12．42 2．0�
59 ザショットアロー 牡5鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 512＋ 2 〃 ハナ 41．1�
46 オリオンザプラズマ 牡5栗 57 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 474＋ 21：12．93 151．3	
11 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B512＋ 8 〃 クビ 38．4

815 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 北村 宏司 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442± 0 〃 アタマ 9．6�
34 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 506＋121：13．11� 51．8�
22 ア サ マ 牡3黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480＋ 81：13．52� 24．3
712 ナスケンリュウジン 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人那須 猛氏 萩原 清 新ひだか 桜井牧場 462＋ 21：13．6� 9．1�
610 カウンターハッセキ 牡4鹿 57 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B458＋ 61：13．7� 47．6�
611 グリーングリーン 牡3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 508＋ 61：13．8� 7．4�
23 	 テイエムテンリュウ 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 494＋101：14．11� 269．1�
58 ナンヨーアイリッド 牡3栗 54 田中 勝春中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 478＋ 41：14．2クビ 13．1�
713 タイキマーシャ 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 468＋ 4 〃 ハナ 297．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，734，300円 複勝： 64，826，600円 枠連： 33，945，100円
馬連： 138，379，900円 馬単： 71，768，000円 ワイド： 68，907，700円
3連複： 169，054，200円 3連単： 290，071，000円 計： 891，686，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 980円 � 130円 枠 連（3－8） 2，490円

馬 連 �� 22，460円 馬 単 �� 35，970円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 280円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 15，380円 3 連 単 ��� 146，440円

票 数

単勝票数 計 547343 的中 � 82626（2番人気）
複勝票数 計 648266 的中 � 90591（2番人気）� 10728（12番人気）� 183311（1番人気）
枠連票数 計 339451 的中 （3－8） 10532（9番人気）
馬連票数 計1383799 的中 �� 4774（47番人気）
馬単票数 計 717680 的中 �� 1496（78番人気）
ワイド票数 計 689077 的中 �� 2532（50番人気）�� 74561（1番人気）�� 6269（28番人気）
3連複票数 計1690542 的中 ��� 8242（50番人気）
3連単票数 計2900710 的中 ��� 1436（395番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―12．5―12．0―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キープレイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．18 東京5着

2011．3．20生 牝4青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 13戦3勝 賞金 25，830，000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） 2頭 ジュエルアラモード号・ドラゴンビューティ号
（非抽選馬） 2頭 キョウワメロディー号・キリシマツバサ号



（27新潟2）第7日 8月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

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 手 当

183，020，000円
2，080，000円
9，920，000円
1，420，000円
16，200，000円
68，556，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
403，214，200円
523，119，600円
251，894，700円
1，019，461，500円
530，833，300円
476，792，000円
1，220，017，400円
1，938，262，800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 6，363，595，500円

総入場人員 9，323名 （有料入場人員 7，767名）
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