
21085 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

23 ショウナンライズ 牡2栗 54 M．デムーロ国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 448＋ 21：21．9 1．9�
818 タンサンドール 牡2栗 54 北村 宏司 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464－ 21：22．11� 3．6�
715 コ リ ー ナ 牝2鹿 54 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 424－ 41：22．42 9．1�
714 マイネルパッセ 牡2栗 54 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 436＋ 21：22．82� 50．3�
510 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 414± 01：22．9� 73．8�
816 ノアシャトル 牡2栗 54 木幡 初広佐山 公男氏 天間 昭一 苫小牧 藤澤 昭勝 504± 0 〃 ハナ 262．5	
611 スリーミュージアム 牡2鹿 54 吉田 豊永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 410－ 21：23．0� 350．7

47 タネホカホカ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 448＋ 41：23．1� 20．7�
36 ジャマイカムーン 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 412＋ 8 〃 クビ 124．4
35 ジェネレーション 牡2黒鹿54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 402± 01：23．2クビ 295．0�
59 メラニオーン 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 棚川 光男 460＋ 41：23．3� 28．7�
713 クリプトスコード 牝2栗 54 武士沢友治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：23．4	 146．8�
11 サトノアイリ 牝2黒鹿54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 422－ 21：24．46 11．6�
817 マウントウェーブ 牡2芦 54 内田 博幸ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 イワミ牧場 496± 0 〃 ハナ 29．0�
48 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 448－ 4 〃 ハナ 495．0�
612 サムライッコ 牝2青鹿54 西田雄一郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 430＋ 41：24．5� 626．4�
24 スカーレットギャル 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 410－ 4 〃 ハナ 180．4�
12 ニケトップラン 牝2鹿 54 左海 誠二島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 432± 01：25．45 100．4�
（船橋）

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，890，900円 複勝： 34，470，600円 枠連： 15，168，400円
馬連： 55，132，300円 馬単： 34，149，900円 ワイド： 30，202，100円
3連複： 70，627，700円 3連単： 107，949，400円 計： 376，591，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（2－8） 310円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 380円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 288909 的中 � 125748（1番人気）
複勝票数 計 344706 的中 � 143841（1番人気）� 57276（2番人気）� 38608（3番人気）
枠連票数 計 151684 的中 （2－8） 37590（1番人気）
馬連票数 計 551323 的中 �� 102671（1番人気）
馬単票数 計 341499 的中 �� 39591（1番人気）
ワイド票数 計 302021 的中 �� 51874（1番人気）�� 24855（2番人気）�� 17528（4番人気）
3連複票数 計 706277 的中 ��� 69872（1番人気）
3連単票数 計1079494 的中 ��� 33715（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．0―11．9―12．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―33．9―45．8―58．1―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（2，3）（14，9，13）（1，7，15，18）（6，16）10，12（5，11）17－4－8 4 ・（2，3）（14，9，13，18）（1，7，15）（6，16）10，12（5，11）－17－4－8

勝馬の
紹 介

ショウナンライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2015．8．1 新潟2着

2013．4．14生 牡2栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 2戦1勝 賞金 7，800，000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 シェアード号・マイネルテイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21086 8月23日 晴 稍重 （27新潟2）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時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
1：09．2
1：08．7

重
重

814 コンコルダンス 牝3芦 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488－ 21：12．9 4．7�
59 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B468＋ 81：13．0� 8．7�
35 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 450－ 61：13．1� 3．0�
47 サクセスクイーン 牝3栗 54 杉原 誠人小林 章氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 416＋ 41：13．2� 215．9�
23 ティアップセッター 牝3栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 B458± 01：13．3� 25．1�
22 プリサイスギフト 牝3鹿 54 内田 博幸山科 統氏 尾形 和幸 浦河 バンダム牧場 464－ 41：13．4� 4．9	
712 ポンテアンジェロ 牝3栗 54 北村 宏司冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 B478＋ 81：13．93 5．2

46 ロージーチークス 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474＋161：14．32� 8．6�
713 キンショーナデシコ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 競優牧場 466＋ 81：14．4� 228．4�
34 エイワヨネコ 牝3鹿 54 松岡 正海永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 464－ 8 〃 アタマ 294．2
611 ロイヤルセレモニー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 61：14．5� 158．8�
610 マ リ ネ ー ラ 牝3栗 54 左海 誠二 �サンデーレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム B448－ 61：14．71 84．7�

（船橋）

815 キ ノ ル 牝3芦 54
51 ▲木幡 初也�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：15．23 119．2�
58 ヨイチフレーム 牝3鹿 54 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 456± 01：16．26 151．2�

（14頭）
11 デ イ ト ナ 牝3鹿 54 西田雄一郎飯田 政子氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 458＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，188，400円 複勝： 28，028，500円 枠連： 12，650，800円
馬連： 49，648，300円 馬単： 26，797，300円 ワイド： 24，403，800円
3連複： 57，514，800円 3連単： 79，285，700円 計： 299，517，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 190円 � 140円 枠 連（5－8） 1，780円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 560円 �� 290円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 12，170円

票 数

単勝票数 差引計 211884（返還計 2239） 的中 � 36059（2番人気）
複勝票数 差引計 280285（返還計 3007） 的中 � 47949（3番人気）� 31725（5番人気）� 58144（1番人気）
枠連票数 差引計 126508（返還計 4928） 的中 （5－8） 5483（11番人気）
馬連票数 差引計 496483（返還計 19212） 的中 �� 18520（9番人気）
馬単票数 差引計 267973（返還計 10346） 的中 �� 5651（16番人気）
ワイド票数 差引計 244038（返還計 7888） 的中 �� 10283（9番人気）�� 23056（1番人気）�� 15573（4番人気）
3連複票数 差引計 575148（返還計 37514） 的中 ��� 27480（4番人気）
3連単票数 差引計 792857（返還計 46397） 的中 ��� 4721（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．5―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンコルダンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．3．15 中山6着

2012．1．28生 牝3芦 母 コンコルディア 母母 コンクラーベ 5戦1勝 賞金 6，040，000円
〔競走除外〕 デイトナ号は，馬場入場時に転倒し，疾病〔左腕節部挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 デイトナ号の調教師岩戸孝樹は，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。
※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 アンジュデトワール号・スイートホーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第８日



21087 8月23日 晴 稍重 （27新潟2）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時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

34 キ ー タ イ プ 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 440－ 41：55．7 3．8�
11 レアルイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B488－ 81：56．02 138．2�
59 ダイワハッスル 牡3栃栗56 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B478－ 41：56．42� 65．2�
23 イ ク シ ア 牝3芦 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 454＋ 41：56．93 9．5�
814 アサクサハヤブサ 牡3鹿 56 M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 512－ 81：57．0� 3．8�
46 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 B482＋ 61：57．1� 31．0	
35 イシドールス 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 452± 01：57．31� 25．6

47 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 460＋ 41：57．4� 13．9�
611 アイアムジャンピン 牡3鹿 56 左海 誠二西城 公雄氏 高橋 文雅 新冠 川上牧場 490－ 81：57．5クビ 280．5�

（船橋）

58 セレスティーヌ 牝3黒鹿54 江田 照男G1レーシング 田中 清隆 千歳 社台ファーム B422－ 2 〃 ハナ 49．7�
815 トゥルースナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 B466＋ 61：57．81� 234．6�
22 ダノンポラリス 牡3栗 56 北村 宏司ダノックス 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 490＋ 81：58．86 3．1�
610 ガンショット 牡3栗 56 木幡 初広岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム B486＋ 62：00．07 295．2�
713 ラ フ レ シ ア 牡3黒鹿56 石橋 脩石川 達絵氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 480－ 6 〃 クビ 17．2�
712 キルシュガイスト 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 600 ―2：00．32 18．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，716，700円 複勝： 33，263，300円 枠連： 16，135，100円
馬連： 58，613，800円 馬単： 31，347，400円 ワイド： 30，619，500円
3連複： 72，930，700円 3連単： 102，609，500円 計： 374，236，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 1，580円 � 1，240円 枠 連（1－3） 12，360円

馬 連 �� 16，890円 馬 単 �� 28，390円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 1，940円 �� 22，390円

3 連 複 ��� 150，260円 3 連 単 ��� 774，910円

票 数

単勝票数 計 287167 的中 � 59916（2番人気）
複勝票数 計 332633 的中 � 77817（1番人気）� 4348（12番人気）� 5619（11番人気）
枠連票数 計 161351 的中 （1－3） 1011（21番人気）
馬連票数 計 586138 的中 �� 2689（38番人気）
馬単票数 計 313474 的中 �� 828（68番人気）
ワイド票数 計 306195 的中 �� 1866（39番人気）�� 4158（22番人気）�� 347（79番人気）
3連複票数 計 729307 的中 ��� 364（200番人気）
3連単票数 計1026095 的中 ��� 96（1069番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．3―14．0―12．5―13．0―13．8―13．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．9―49．9―1：02．4―1：15．4―1：29．2―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ー タ イ プ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2015．5．30 東京8着

2012．4．15生 牡3栗 母 キーステージ 母母 キ ー ド ー ル 5戦1勝 賞金 6，490，000円
〔発走状況・騎手変更〕 キルシュガイスト号の騎手吉田豊は検査のため吉田隼人に変更。発走時刻5分遅延。
※イクシア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21088 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時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

56 ダンツメガヒット �3栗 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 472＋ 83：07．2 25．7�
69 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 470－ 63：07．3� 3．6�
68 テイエムリキオー 牡4黒鹿60 高野 和馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 476± 03：07．62 14．5�
45 ダイワデッセー 牝6栗 58 平沢 健治大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 83：07．7クビ 2．5�
711 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 498＋123：07．91� 32．1�
710	 ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 482＋ 23：08．75 82．7	
11 	 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 486－ 43：09．23 10．3�
33 アサクサポイント �7青鹿60 草野 太郎田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 03：09．94 9．6�
22 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 B502＋ 23：11．6大差 5．6
813 マコトダッソー 牡3栗 58 上野 翔
ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 476± 03：11．7� 46．9�
812 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 476－ 83：12．23 46．9�
57 ハクサンゲイン 牡3栗 58 大江原 圭篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 458＋ 43：13．26 245．2�
44 	 ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 60 金子 光希古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 434－ 23：17．2大差 186．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，585，800円 複勝： 21，991，900円 枠連： 13，162，400円
馬連： 40，472，100円 馬単： 25，194，900円 ワイド： 22，392，700円
3連複： 55，602，800円 3連単： 88，104，500円 計： 288，507，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 490円 � 170円 � 370円 枠 連（5－6） 3，360円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，620円 �� 750円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 197，140円

票 数

単勝票数 計 215858 的中 � 6719（7番人気）
複勝票数 計 219919 的中 � 9826（7番人気）� 44661（2番人気）� 13668（6番人気）
枠連票数 計 131624 的中 （5－6） 3035（15番人気）
馬連票数 計 404721 的中 �� 7654（16番人気）
馬単票数 計 251949 的中 �� 1664（37番人気）
ワイド票数 計 223927 的中 �� 4560（15番人気）�� 1529（36番人気）�� 8045（8番人気）
3連複票数 計 556028 的中 ��� 2402（49番人気）
3連単票数 計 881045 的中 ��� 324（443番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．1－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツメガヒット �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．7．12 中京2着

2012．3．18生 �3栗 母 アイズビューティー 母母 ワイプザアイ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。



21089 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

713 サプルマインド 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 424 ―1：36．0 1．9�
47 コルコバード 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432 ―1：36．42� 15．5�
612 サバイバルポケット 牝2鹿 54 伊藤 工真福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ― 〃 ハナ 133．0�
59 タニマサガール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 414 ―1：36．61� 51．9�
817 ブライトガーランド 牝2栗 54 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476 ―1：36．7� 4．8�
36 プロイエット 牝2栗 54 松岡 正海	橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450 ―1：37．01� 9．3

12 フロンテアクイーン 牝2鹿 54 吉田 隼人長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 444 ― 〃 ハナ 61．7�
48 コ イ キ 牝2鹿 54 木幡 初広石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 428 ―1：37．31� 241．4�
816 ディスグラース 牝2黒鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482 ―1：37．4� 9．3
24 ホッコーパフューム 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480 ―1：37．5� 18．0�
611 ソットヴォーチェ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 432 ―1：37．71� 124．8�
818 フ ラ ッ ク ス 牝2栗 54 岡田 祥嗣山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 436 ―1：37．8� 74．3�
35 アポロマリンカ 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 482 ―1：38．01� 129．6�
23 ニシノオウレイ 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 512 ―1：38．31� 33．7�
11 アンフレシェ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 454 ― 〃 ハナ 151．6�
715 ピクニックガーデン 牝2鹿 54 杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488 ―1：39．04 165．4�
510 ニシノジェニー 牝2鹿 54 武士沢友治西村 亮二氏 武井 亮 平取 有限会社中

田牧場 434 ―1：39．1� 140．1�
714 ファータフィオーレ 牝2鹿 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：40．27 199．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，393，900円 複勝： 41，153，700円 枠連： 20，585，000円
馬連： 55，943，500円 馬単： 37，200，500円 ワイド： 28，671，500円
3連複： 65，630，700円 3連単： 108，123，700円 計： 393，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 1，650円 枠 連（4－7） 1，100円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，430円 �� 14，090円

3 連 複 ��� 36，620円 3 連 単 ��� 83，030円

票 数

単勝票数 計 363939 的中 � 157656（1番人気）
複勝票数 計 411537 的中 � 199529（1番人気）� 22725（5番人気）� 3152（14番人気）
枠連票数 計 205850 的中 （4－7） 14422（4番人気）
馬連票数 計 559435 的中 �� 35974（4番人気）
馬単票数 計 372005 的中 �� 20205（5番人気）
ワイド票数 計 286715 的中 �� 15499（4番人気）�� 2067（28番人気）�� 495（83番人気）
3連複票数 計 656307 的中 ��� 1344（86番人気）
3連単票数 計1081237 的中 ��� 944（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―37．3―50．2―1：02．6―1：13．8―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．4
3 ・（9，12）（4，17）（6，10，14）5（11，13，18）2（8，7，16）－1，15，3 4 9，12（4，6，17）（5，10，14）（11，13，18）2（7，16）8（1，3）15

勝馬の
紹 介

サプルマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto 初出走

2013．2．24生 牝2鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴィレミーナ号・ウインフィロソフィ号・オーヴィレール号・キョウエイドリーム号・サクラブチャン号・

ジェネスローズ号・レッドディヴェル号

21090 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時00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
2：24．6
2：22．1

良
良

510 ジャングルスコール 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436＋182：28．5 2．5�
35 マイネルヘルック 牡3栗 56 松岡 正海 �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± 02：28．82 3．5�
816 ブランダルジャン 牝3芦 54 内田 博幸 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464＋122：29．01� 8．7�
817 フジハイドランジア 牝3黒鹿54 江田 照男藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 452＋ 3 〃 ハナ 71．1�
23 ショウナンマンゲツ �3芦 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 大北牧場 486－ 22：29．21 17．9	
12 トワノキラメキ 牝3鹿 54 西田雄一郎河村 
平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 480± 02：29．52 13．2�
59 インクルーシブ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 388－ 4 〃 クビ 82．7�

715 エターナルクライ 牡3栗 56 大野 拓弥窪田 康志氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494＋ 22：29．6クビ 20．8
713 キ ジ ャ ナ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 12．9�
24 コパノハミルトン 牡3黒鹿56 津村 明秀小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 482± 02：29．7	 56．7�
818 スイートカリヨン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 446－ 22：29．8
 229．9�
714 マ イ ヒ レ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 410－ 62：29．9
 23．0�
48 レオデスティニー 牡3栗 56 左海 誠二�レオ 奥平 雅士 登別 青藍牧場 470＋ 2 〃 クビ 128．1�

（船橋）

612 サンバクスター 牡3栗 56 岩部 純二加藤 信之氏 竹内 正洋 新ひだか 聖心台牧場 458－ 22：30．32
 401．0�
611 パ ヴ ォ ー ネ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 528－ 22：30．61	 12．4�
36 シャドウキングマン 牡3鹿 56 宮崎 北斗飯塚 知一氏 松山 将樹 浦河 酒井牧場 494－ 8 〃 ハナ 156．7�
11 サンギルロイ 牡3鹿 56 上野 翔加藤 信之氏 中野 栄治 日高 幾千世牧場 478＋ 22：30．7	 414．2�
47 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 440－ 62：30．8クビ 74．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，171，000円 複勝： 33，176，300円 枠連： 18，153，400円
馬連： 61，278，000円 馬単： 31，933，700円 ワイド： 32，874，900円
3連複： 77，466，300円 3連単： 101，761，800円 計： 384，815，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 200円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 281710 的中 � 88905（1番人気）
複勝票数 計 331763 的中 � 81357（1番人気）� 65862（2番人気）� 32481（3番人気）
枠連票数 計 181534 的中 （3－5） 25358（1番人気）
馬連票数 計 612780 的中 �� 83527（1番人気）
馬単票数 計 319337 的中 �� 25992（1番人気）
ワイド票数 計 328749 的中 �� 42024（1番人気）�� 19361（2番人気）�� 11241（7番人気）
3連複票数 計 774663 的中 ��� 44581（1番人気）
3連単票数 計1017618 的中 ��� 18964（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．1―12．3―13．2―13．7―12．6―12．6―12．3―12．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―36．7―49．0―1：02．2―1：15．9―1：28．5―1：41．1―1：53．4―2：05．4―2：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ジャングルスコール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．2．28 中山6着

2012．1．29生 牝3鹿 母 ダークエンジェル 母母 シェーンクライト 4戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 マイネルヘルック号の騎手松岡正海は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21091 8月23日 晴 稍重 （27新潟2）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時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

712 モルダバイト �5芦 57 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B522－ 41：53．0 11．2�
22 トーセンラムセス 牡3鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋181：53．53 13．3�
59 エルズミーア 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 562＋ 21：53．71	 1．8�
815 アオイオンリーワン 牡3栗 54 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋161：54．02 9．1�
814
 アースコネクター 牡4栗 57 内田 博幸 	グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B500－ 21：54．21 5．8

11 
 サリレモンド 牡4栗 57 M．デムーロ	ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

B518－ 6 〃 ハナ 6．9�
610� サムソンズライト �4鹿 57 吉田 豊杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 474－ 81：55．05 79．6�
34 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B460＋ 21：55．1	 30．4
611 カシノカーム 牡4芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B476－ 21：55．31� 184．2�
46 マイネルネッツ 牡3鹿 54 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 476＋ 81：55．83 39．2�
23 
 ティズトレメンダス 牝5鹿 55 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Morgan’s

Ford Farm 528＋261：56．43	 39．9�
58 デルマカマイタチ 牡5黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B492＋ 2 〃 クビ 145．6�
713
� ウ タ ヒ メ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太シンボリ牧場 石毛 善彦 米 Takahiro
Wada 490＋ 81：57．03	 280．8�

47 トーセンアスリート 牡3鹿 54 左海 誠二島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 470－ 21：57．1	 91．4�

（船橋）

35 � チュウワアピール 牝4青鹿55 江田 照男中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：57．73	 237．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，634，400円 複勝： 42，996，100円 枠連： 20，388，400円
馬連： 77，520，900円 馬単： 41，668，200円 ワイド： 37，106，300円
3連複： 93，621，000円 3連単： 138，687，100円 計： 485，622，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 240円 � 240円 � 110円 枠 連（2－7） 3，760円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 12，800円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 420円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 33，940円

票 数

単勝票数 計 336344 的中 � 23929（5番人気）
複勝票数 計 429961 的中 � 32922（5番人気）� 31172（6番人気）� 167317（1番人気）
枠連票数 計 203884 的中 （2－7） 4192（12番人気）
馬連票数 計 775209 的中 �� 11357（18番人気）
馬単票数 計 416682 的中 �� 2440（38番人気）
ワイド票数 計 371063 的中 �� 5111（19番人気）�� 23832（4番人気）�� 20529（5番人気）
3連複票数 計 936210 的中 ��� 25080（10番人気）
3連単票数 計1386871 的中 ��� 2962（104番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．0―12．9―12．3―12．1―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―50．1―1：02．4―1：14．5―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モルダバイト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 イルドブルボン デビュー 2012．10．7 東京3着

2010．4．29生 �5芦 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト 16戦2勝 賞金 28，584，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21092 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走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
1：44．6
1：43．9

良
良

810 スマイルシャワー 牝4鹿 55 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 480± 01：46．9 4．2�
44 アドマイヤピンク 牝3栗 52 M．デムーロ近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454± 01：47．0� 1．9�
78 ディアコンチェルト 牡3黒鹿54 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 450± 01：47．21� 5．1�
22 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 4 〃 クビ 9．7�
67 ソードラック 牡4鹿 57 内田 博幸佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 458－ 21：47．62 8．7�
55 ウインブルーローズ 牡3鹿 54 津村 明秀	ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 472＋ 21：47．92 52．5

811 マダムヤッコ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 440＋ 21：48．32� 120．7�
11 トーセンジャステス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 526－ 21：48．4� 59．7
33 ナリノパシオン 牡3栗 54 吉田 隼人成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 472－ 61：48．61� 61．8�
66 � シャドウゲーム 	5鹿 57

54 ▲石川裕紀人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 1 〃 クビ 43．8�
79 � ホワイトチェイサー 牝5芦 55 左海 誠二永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 440＋301：48．81� 195．8�

（船橋）

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，281，600円 複勝： 41，303，100円 枠連： 16，195，400円
馬連： 75，724，100円 馬単： 49，485，400円 ワイド： 34，442，000円
3連複： 83，271，900円 3連単： 184，301，500円 計： 519，005，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 190円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 342816 的中 � 64947（2番人気）
複勝票数 計 413031 的中 � 68032（2番人気）� 168521（1番人気）� 59783（3番人気）
枠連票数 計 161954 的中 （4－8） 31141（1番人気）
馬連票数 計 757241 的中 �� 126389（1番人気）
馬単票数 計 494854 的中 �� 25803（6番人気）
ワイド票数 計 344420 的中 �� 45411（2番人気）�� 22976（5番人気）�� 50482（1番人気）
3連複票数 計 832719 的中 ��� 107279（1番人気）
3連単票数 計1843015 的中 ��� 31845（10番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―13．1―12．3―11．8―11．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．9―49．0―1：01．3―1：13．1―1：24．6―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルシャワー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．8．4 新潟5着

2011．4．16生 牝4鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 13戦3勝 賞金 26，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21093 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第9競走 ��
��2，400�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

67 � エイシンアロンジー 牡4鹿 57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 愛
Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

480＋ 22：27．5 1．5�
55 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：27．71 3．9�
811�	 アワフレイム 牝4黒鹿55 左海 誠二岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Hinkle Farms 484＋122：28．12
 179．8�

（船橋）

11 キッスアフィニティ 牡3黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 8．2�
33 ジョッセルフェルト 牡3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：28．31 29．4	
66 ストーミング 牡4栗 57 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 488± 02：28．62 7．5

44 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 西田雄一郎大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 454－ 42：28．7クビ 127．6�
78 タイセイボルト 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B472± 0 〃 ハナ 109．5�
79 ジャジャンケン 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 B498－ 42：29．55 70．5
810 ウインセイヴィア 牡3栗 54 石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 42：29．82 34．2�
22 コスモアルドラ 牡3鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 524＋182：30．65 60．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，817，400円 複勝： 107，996，800円 枠連： 20，142，200円
馬連： 88，184，100円 馬単： 63，779，200円 ワイド： 38，222，800円
3連複： 108，601，900円 3連単： 282，155，500円 計： 748，899，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，150円 枠 連（5－6） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，880円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 18，150円

票 数

単勝票数 計 398174 的中 � 199183（1番人気）
複勝票数 計1079968 的中 � 806074（1番人気）� 101261（2番人気）� 4191（11番人気）
枠連票数 計 201422 的中 （5－6） 67382（1番人気）
馬連票数 計 881841 的中 �� 265030（1番人気）
馬単票数 計 637792 的中 �� 144957（1番人気）
ワイド票数 計 382228 的中 �� 90473（1番人気）�� 4084（20番人気）�� 1761（32番人気）
3連複票数 計1086019 的中 ��� 9215（24番人気）
3連単票数 計2821555 的中 ��� 11268（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―35．3―48．1―1：01．9―1：15．5―1：28．3―1：40．6―1：52．4―2：04．2―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアロンジー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．10．13 京都1着

2011．1．30生 牡4鹿 母 Ice Mint 母母 Icelips 9戦3勝 賞金 52，451，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21094 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 ティルナノーグ 牡3鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋121：59．4 4．1�

44 � エスオンマイチェス 牡5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B564－ 21：59．71	 7．9�
88 エトランドル 牡3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 クビ 5．7�
55 モンドインテロ 牡3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 61：59．8	 2．6�
33 サンライズセンス 牡3栗 54 吉田 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498＋ 42：00．22
 4．0�
11 ストリートキャップ 牡3芦 54 内田 博幸 	ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 472＋ 82：00．3クビ 17．1

77 メイショウオオゼキ �5鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 482± 02：00．51
 92．4�
22 ナンヨーケンゴー �5鹿 57 田中 勝春中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 472± 02：00．92
 50．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，106，500円 複勝： 34，447，000円 枠連： 発売なし
馬連： 105，041，100円 馬単： 54，564，800円 ワイド： 31，854，200円
3連複： 94，402，200円 3連単： 245，194，100円 計： 612，609，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 200円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 471065 的中 � 90682（3番人気）
複勝票数 計 344470 的中 � 61652（3番人気）� 42051（5番人気）� 50958（4番人気）
馬連票数 計1050411 的中 �� 51045（9番人気）
馬単票数 計 545648 的中 �� 14815（15番人気）
ワイド票数 計 318542 的中 �� 16773（8番人気）�� 19558（6番人気）�� 15060（10番人気）
3連複票数 計 944022 的中 ��� 31028（10番人気）
3連単票数 計2451941 的中 ��� 15008（50番人気）

ハロンタイム 13．5―11．6―12．3―12．1―12．4―12．6―11．8―11．3―10．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．1―37．4―49．5―1：01．9―1：14．5―1：26．3―1：37．6―1：48．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティルナノーグ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Gone West デビュー 2014．6．29 阪神1着

2012．3．10生 牡3鹿 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 8戦3勝 賞金 35，057，000円

２レース目



21095 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，26．8．23以降27．8．16まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

NST賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

11 トキノゲンジ 牡7鹿 51 西田雄一郎中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 492± 01：11．0 24．2�
813 ダッシャーワン 牡7栗 57 吉田 隼人芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 504－ 6 〃 クビ 13．8�
814 メイショウノーベル 牡6栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 506± 0 〃 ハナ 4．7�
69 ゴーイングパワー 牡6鹿 54 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500－121：11．21� 12．0�
610� アースゼウス 牡5栗 53 M．デムーロ �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

522－ 41：11．3	 2．9�
57 セイカプリコーン 牡7鹿 53 岡田 祥嗣金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 488＋ 21：11．62 48．2	
33 アスコットシチー 牡6栗 52 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 472－ 21：11．7クビ 42．4

22 サ マ リ ー ズ 牝5鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 3 〃 クビ 16．3�
712 コウユーサムライ 牡6栗 52 内田 博幸加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 486－101：11．8クビ 38．7�
46 シセイオウジ 牡8栗 54 北村 宏司猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 460＋ 21：11．9	 61．3
58 � エイシンゴージャス 牝4鹿 55 田中 勝春�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams

& Sheilah Adams B544＋ 41：12．11	 3．7�
45 オースミイージー 牡7鹿 53 津村 明秀�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 512＋ 61：12．2クビ 29．4�
711
 ジャジャウマナラシ 牡3鹿 52 左海 誠二上田江吏子氏 小久保 智 新冠 堤 牧場 474± 01：12．52 41．6�

（浦和） （船橋）

34 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 53 嘉藤 貴行ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 464± 01：12．82 34．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 65，872，900円 複勝： 67，105，500円 枠連： 55，522，700円 馬連： 245，914，800円 馬単： 114，508，300円
ワイド： 87，247，500円 3連複： 319，066，600円 3連単： 539，691，800円 5重勝： 625，193，900円 計： 2，120，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 440円 � 340円 � 200円 枠 連（1－8） 3，710円

馬 連 �� 12，470円 馬 単 �� 25，860円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，740円 �� 830円

3 連 複 ��� 16，050円 3 連 単 ��� 134，410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����� 4，465，670円

票 数

単勝票数 計 658729 的中 � 21727（7番人気）
複勝票数 計 671055 的中 � 35016（7番人気）� 47871（4番人気）� 106495（3番人気）
枠連票数 計 555227 的中 （1－8） 11591（18番人気）
馬連票数 計2459148 的中 �� 15280（38番人気）
馬単票数 計1145083 的中 �� 3320（75番人気）
ワイド票数 計 872475 的中 �� 6589（39番人気）�� 12781（17番人気）�� 28117（5番人気）
3連複票数 計3190666 的中 ��� 14902（48番人気）
3連単票数 計5396918 的中 ��� 2911（398番人気）
5重勝票数 差引計6251939（返還計 36212） 的中 ����� 98

ハロンタイム 11．7―10．9―11．3―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―33．9―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノゲンジ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アーミジャー デビュー 2010．7．25 小倉3着

2008．4．3生 牡7鹿 母 オータムリーフ 母母 オグラトウシヨウ 43戦4勝 賞金 96，086，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21096 8月23日 晴 良 （27新潟2）第8日 第12競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・直線）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 キャレモンショコラ 牝4鹿 55
52 ▲石川裕紀人吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 508± 0 55．1 3．8�

818 ハッピーノリチャン 牝3栗 52 内田 博幸足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 2 〃 クビ 4．1�
817 ヨッテウタッテ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 470＋ 6 55．31� 18．1�
35 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 432－ 4 55．4� 5．7�
47 トウカイマインド 牝4鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 474＋ 6 55．5� 53．5�
816� シャドウリーフ 牝4栗 55 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 446＋ 6 55．71� 147．8	
36 � トゥルーカラーズ 牝5鹿 55 津村 明秀畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 430－ 2 55．91� 48．9

12 ダイワラスター 牝4黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 444＋18 〃 クビ 78．4�
611 シャンパンサーベル 牝3黒鹿52 大野 拓弥田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 440± 0 〃 クビ 11．3�
24 ヤマタケマツリ 牝3鹿 52 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 454－ 6 56．21	 145．8
48 クリノコマチ 牝4栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 4 56．4	 5．9�
510� キモンイーグル 牝3栗 52 嘉藤 貴行小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 432＋20 56．5� 174．1�
11 グラスルノン 牝4鹿 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋14 56．82 168．8�
715 シングルカスク 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440＋22 〃 ハナ 26．7�
612 オルティラアスール 牝3鹿 52 左海 誠二青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472＋ 2 57．01� 18．0�

（船橋）

714 セラフィーナ 牝3青鹿52 吉田 隼人矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B432＋ 2 57．1� 62．1�
23 ラ ヴ ィ ー ネ 牝4芦 55 松岡 正海 �社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 452－ 4 57．31� 144．0�
59 キャプレット 牝3栗 52 江田 照男前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 57．51� 14．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 79，344，100円 複勝： 91，802，700円 枠連： 60，883，400円
馬連： 213，665，700円 馬単： 96，367，700円 ワイド： 100，468，300円
3連複： 289，807，400円 3連単： 441，216，100円 計： 1，373，555，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 170円 � 340円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，130円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 793441 的中 � 166513（1番人気）
複勝票数 計 918027 的中 � 137445（2番人気）� 156007（1番人気）� 56273（6番人気）
枠連票数 計 608834 的中 （7－8） 84174（1番人気）
馬連票数 計2136657 的中 �� 186846（1番人気）
馬単票数 計 963677 的中 �� 44638（1番人気）
ワイド票数 計1004683 的中 �� 67796（1番人気）�� 21779（10番人気）�� 26261（8番人気）
3連複票数 計2898074 的中 ��� 57493（6番人気）
3連単票数 計4412161 的中 ��� 23349（22番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．7―10．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．8―43．2

上り4F43．1－3F33．0
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャレモンショコラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．26 中山1着

2011．5．2生 牝4鹿 母 スウィートダンス 母母 スウィートステップ 8戦3勝 賞金 28，400，000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。
（非抽選馬） 4頭 イディル号・インヴォーク号・ヴィクトリースノー号・テイエムチュラッコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

５レース目



（27新潟2）第8日 8月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 173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

193，900，000円
3，140，000円
6，840，000円
1，100，000円
17，380，000円
64，547，000円
5，254，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
465，003，600円
577，735，500円
268，987，200円
1，127，138，700円
606，997，300円
498，505，600円
1，388，544，000円
2，419，080，700円
625，193，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 7，977，186，500円

総入場人員 13，883名 （有料入場人員 11，664名）
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