
21061 8月14日 晴 良 （28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

46 ハルクンノテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 472－ 21：12．3 1．7�
47 シゲルコング 牡2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 496－ 21：12．62 12．0�
814 ハングリーベン 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 426－ 41：13．23� 21．8�
713 シャインヴィットゥ 牡2芦 54 蛯名 正義皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 460＋ 4 〃 アタマ 11．6�
58 シンボリスーマラン 牡2鹿 54 柴田 大知シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476＋ 21：14．05 21．9�
22 セ ラ ミ ス ト 牝2青鹿54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 6 〃 アタマ 4．6�
611 ハンドレッドアーツ 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 466－ 6 〃 クビ 66．5	
610 ヴェンデドール 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 428＋ 81：14．21� 61．2

34 キャンディハート 牝2栗 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 432± 01：14．3クビ 17．3�
11 バスデイプレゼント 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 澤井 義一 428＋ 41：14．51� 177．2�
35 ユイノムテキ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 472＋ 61：14．71� 34．4
59 ゴールドサンダー 牡2鹿 54 大庭 和弥上田 忠男氏 的場 均 新ひだか 沖田 博志 B446＋10 〃 クビ 188．4�
712 キ ッ ド 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 436－ 61：15．02 86．1�
815 レ イ バ ッ ク 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 450－ 61：15．1クビ 97．2�
23 ラブリーガーデン 牝2黒鹿54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 長浜 秀昭 440－ 21：15．42 253．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，950，900円 複勝： 40，386，500円 枠連： 11，428，400円
馬連： 49，397，600円 馬単： 31，081，100円 ワイド： 30，361，400円
3連複： 70，084，400円 3連単： 106，479，800円 計： 366，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 310円 � 350円 枠 連（4－4） 1，550円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 500円 �� 670円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 25，810円

票 数

単勝票数 計 269509 的中 � 126858（1番人気）
複勝票数 計 403865 的中 � 200569（1番人気）� 18830（6番人気）� 16205（7番人気）
枠連票数 計 114284 的中 （4－4） 5711（6番人気）
馬連票数 計 493976 的中 �� 23079（5番人気）
馬単票数 計 310811 的中 �� 9945（7番人気）
ワイド票数 計 303614 的中 �� 16437（3番人気）�� 11742（8番人気）�� 2187（32番人気）
3連複票数 計 700844 的中 ��� 6664（25番人気）
3連単票数 計1064798 的中 ��� 2990（73番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．5―12．2―13．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 6（13，14）－（2，15）－（4，10）1，5，7，8－3－9＝11－12 4 ・（6，13）14－15，2，10，4（1，5）7，8－3－9－11－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハルクンノテソーロ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．3．11生 牡2黒鹿 母 トウカイベルタ 母母 トウカイティアラ 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 ユメノカガヤキ号・ワンダフルメモリー号

21062 8月14日 晴 良 （28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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 444± 01：55．4 1．8�
58 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 488＋ 61：55．61� 10．4�
815 スリーミュージアム 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B416＋ 8 〃 アタマ 25．1�
610 モリトフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 500＋101：56．02� 64．4�
22 ムーンシャイナー 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：56．2� 78．5�
23 アートハルキ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 468－ 41：56．41� 6．3	
611 コスモブランカ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 446＋ 4 〃 ハナ 17．9

11 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 490－ 21：56．71� 5．1�
34 チャオアプレスト 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋ 81：56．91� 50．2
712 キタノイチジョー 牡3鹿 56 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 478－ 21：58．17 32．7�
713 マイネルリーブラ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 新冠橋本牧場 524＋161：58．63 67．2�
46 ノヴァステッラ 牝3黒鹿54 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 日高 新井 昭二 478＋101：58．7� 16．1�
814 パワポケゴールド 牡3鹿 56 西田雄一郎柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 藤原牧場 B426－ 4 〃 クビ 100．1�
35 サンライフル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 B468－122：00．08 227．6�
59 フォールリアン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�宮内牧場 加藤 和宏 新ひだか 藤原牧場 406－ 42：01．8大差 216．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，663，700円 複勝： 36，804，700円 枠連： 12，004，100円
馬連： 44，829，300円 馬単： 26，738，000円 ワイド： 27，461，600円
3連複： 69，158，500円 3連単： 97，913，700円 計： 335，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 350円 枠 連（4－5） 830円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 430円 �� 730円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 206637 的中 � 88087（1番人気）
複勝票数 計 368047 的中 � 161623（1番人気）� 27748（4番人気）� 15563（5番人気）
枠連票数 計 120041 的中 （4－5） 11094（3番人気）
馬連票数 計 448293 的中 �� 36657（3番人気）
馬単票数 計 267380 的中 �� 13978（5番人気）
ワイド票数 計 274616 的中 �� 17469（4番人気）�� 9616（7番人気）�� 2656（23番人気）
3連複票数 計 691585 的中 ��� 12512（13番人気）
3連単票数 計 979137 的中 ��� 5055（39番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．4―13．6―13．0―12．5―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．4―52．0―1：05．0―1：17．5―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
9，15，11，7，10（4，6，12）14，1（2，5）8（3，13）
15（9，11）（7，10，12）（4，6）14（2，8，1）3－13＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス フ ェ ー ン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．11．28 東京7着

2013．4．23生 牡3鹿 母 ウォータープレミア 母母 ラ パ シ オ ン 8戦1勝 賞金 11，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォールリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月14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 カリスマフォンテン号・チェリーピッカー号

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14日 晴 良 （28新潟2）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

12 ルールブリタニア 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋101：48．1 12．6�
47 ドラゴンテリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 2．5�
11 ジェネスローズ 牝3黒鹿54 田辺 裕信山口 淳子氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム B408＋ 41：48．31� 30．5�
35 マルターズフェスタ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B470－ 61：48．4クビ 49．4�
36 スワンナプーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 460－ 4 〃 クビ 5．4�
817 ラルゴランド 牝3黒鹿54 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 416＋141：48．5クビ 203．2	
611 ド ゥ ス ー ル 牝3鹿 54 横山 典弘宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 468－ 6 〃 ハナ 20．7

59 マ ス ト ワ ン 牡3栗 56 柴田 善臣木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 510＋ 61：48．71� 264．1�
816 ヴィオレッタ 牝3青 54

53 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 416－10 〃 アタマ 16．3�
510 ダンスパープル 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 6 〃 クビ 4．0
612 ブラックハウス �3鹿 56 大野 拓弥 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 452± 01：48．8クビ 16．0�
715 アンカーマン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 61：49．33 25．0�
818 スーパーラビット 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 412± 01：49．4	 168．0�
714 ブラウンテヌート 牝3青鹿54 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 地興牧場 458－101：49．5	 50．0�
48 アポロスウィフト 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 440＋ 2 〃 クビ 152．5�

24 アップアストーム 牡3栗 56
54 △伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド B438＋ 61：49．71 245．3�

23 ジ ュ リ ア ス 牡3黒鹿56 江田 照男池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 450－10 〃 クビ 30．3�
713 ヤマニンレガリーノ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 460＋ 81：49．91 363．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，649，500円 複勝： 35，408，200円 枠連： 13，771，800円
馬連： 60，105，500円 馬単： 31，032，000円 ワイド： 35，088，200円
3連複： 79，952，700円 3連単： 105，631，600円 計： 387，639，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 140円 � 540円 枠 連（1－4） 890円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，790円 �� 960円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 48，250円

票 数

単勝票数 計 266495 的中 � 16830（4番人気）
複勝票数 計 354082 的中 � 24280（5番人気）� 90113（1番人気）� 12991（9番人気）
枠連票数 計 137718 的中 （1－4） 11945（3番人気）
馬連票数 計 601055 的中 �� 33971（3番人気）
馬単票数 計 310320 的中 �� 5804（10番人気）
ワイド票数 計 350882 的中 �� 15910（4番人気）�� 3067（27番人気）�� 9395（9番人気）
3連複票数 計 799527 的中 ��� 7390（24番人気）
3連単票数 計1056316 的中 ��� 1587（149番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．6―13．1―12．6―11．4―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．6―48．2―1：01．3―1：13．9―1：25．3―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルールブリタニア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2016．4．23 東京5着

2013．1．28生 牝3鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 3戦1勝 賞金 5，300，000円
〔制裁〕 スーパーラビット号の騎手野中悠太郎は，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：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 キンノツル号・コスモダヴァンティ号・ショウナンガスト号・ネクストステージ号・ミュートエアー号

21064 8月14日 晴 良 （28新潟2）第6日 第4競走 ��1，200�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815 ラピッドライズ 牝3青鹿54 石橋 脩下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492± 01：12．6 8．5�
59 タケルアヴァロン 牡3栗 56 柴田 大知森 保彦氏 伊藤 大士 新ひだか 山本 昇寿 508＋ 61：12．81� 29．3�
47 ブライトピスケス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 486＋ 2 〃 ハナ 2．8�

611 サ ド ル オ ン 牡3黒鹿56 江田 照男前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B450＋ 61：12．9� 15．2�
23 マックスゴーゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 青森 荒谷牧場 480＋18 〃 アタマ 148．1�
58 ボラテリティパズル 牡3黒鹿56 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 528－ 8 〃 ハナ 6．6	
46 グロウインザダーク �3鹿 56 津村 明秀 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B476－ 41：13．0� 2．8�
22 ラッキーバタフライ 牡3青鹿56 丸田 恭介栗山 良子氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 424＋ 81：13．1クビ 184．2�
11 バ ン タ ム 牡3鹿 56 田辺 裕信竹森 幹雄氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 468－ 21：13．52� 76．4
35 ラ マ レ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也ライオンレースホース� 池上 昌弘 浦河 浦河日成牧場 474＋ 8 〃 アタマ 13．1�
34 バ ー ス デ イ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子薪浦 亨氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 420＋ 8 〃 ハナ 28．2�
610 サトノジュノー 牝3黒鹿54 柴田 善臣里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 444－121：13．82 78．2�
713 ワンダーシャウト 牡3栗 56 松若 風馬 
シルクレーシング 伊藤 大士 洞	湖 レイクヴィラファーム 530＋ 61：14．11� 56．5�
712 ネリヤカナヤ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 500－ 61：14．52� 113．6�
814 ラガッツァカリーナ 牝3青鹿54 和田 竜二島井新一郎氏 田中 剛 平取 坂東牧場 444－ 81：17．1大差 140．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，017，900円 複勝： 37，678，400円 枠連： 15，002，100円
馬連： 50，531，000円 馬単： 27，146，300円 ワイド： 31，681，400円
3連複： 69，157，600円 3連単： 97，267，000円 計： 353，481，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 560円 � 130円 枠 連（5－8） 1，690円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 470円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 86，840円

票 数

単勝票数 計 250179 的中 � 23455（4番人気）
複勝票数 計 376784 的中 � 41807（4番人気）� 11858（7番人気）� 106582（1番人気）
枠連票数 計 150021 的中 （5－8） 6845（6番人気）
馬連票数 計 505310 的中 �� 4379（21番人気）
馬単票数 計 271463 的中 �� 1342（40番人気）
ワイド票数 計 316814 的中 �� 5212（17番人気）�� 18565（4番人気）�� 4960（18番人気）
3連複票数 計 691576 的中 ��� 5097（27番人気）
3連単票数 計 972670 的中 ��� 812（221番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラピッドライズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Vicar デビュー 2016．6．12 東京6着

2013．1．27生 牝3青鹿 母 ラピーダシャリナ 母母 Barbarika 3戦1勝 賞金 5，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガッツァカリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月14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 シゲルマンタ号
（非抽選馬） 2頭 キングチャールズ号・ワンダフルボーラー号



21065 8月14日 晴 良 （28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

816 シャイニードライヴ 牡2鹿 54
51 ▲木幡 巧也小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 446 ―1：36．2 91．5�

611 フローレスマジック 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 1．5�
23 アビラウンケン 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482 ―1：36．41� 37．1�
612 ディアシューター 牡2黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 510 ― 〃 ハナ 10．9�
11 チェリートリトン 牡2芦 54 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 480 ―1：37．14 9．2	
48 ジャーミネイト 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：37．2� 6．4

817 トランプカード 牡2栗 54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 444 ― 〃 アタマ 35．5�
59 キ ャ ン テ ィ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 444 ―1：37．41� 170．6�
12 ゴールドコーナー 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 高昭牧場 490 ―1：37．5� 271．5
510 パッションチカ 牝2鹿 54 和田 竜二冨沢 敦子氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 446 ―1：37．71� 50．2�
24 ピーチダイヤ 牝2黒鹿54 蛯名 正義大野 數芳氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 452 ― 〃 クビ 107．8�
715 ア ク ラ ー 牡2芦 54 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 平取 原田 新治 454 ―1：37．8クビ 66．4�
35 キャプテンワイルド 牡2芦 54 横山 典弘佐藤 範夫氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 490 ― 〃 ハナ 120．1�
47 スズマッカートニー 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448 ― 〃 アタマ 207．9�
36 クイーンズスタイル 牝2鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 450 ―1：37．9� 26．2�
713 ムーンロック 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：38．53� 39．5�
714 アドバンスクライ 牡2鹿 54 江田 照男西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 430 ―1：38．71� 87．0�

（17頭）
818 コスモプラシデス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，149，500円 複勝： 68，083，400円 枠連： 17，106，000円
馬連： 56，844，500円 馬単： 40，423，400円 ワイド： 34，261，900円
3連複： 76，434，500円 3連単： 121，124，700円 計： 453，427，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，150円 複 勝 � 1，200円 � 110円 � 570円 枠 連（6－8） 1，550円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 21，480円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 14，320円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 29，240円 3 連 単 ��� 434，720円

票 数

単勝票数 計 391495 的中 � 3631（12番人気）
複勝票数 計 680834 的中 � 5552（12番人気）� 428731（1番人気）� 12708（8番人気）
枠連票数 計 171060 的中 （6－8） 8543（6番人気）
馬連票数 計 568445 的中 �� 9046（14番人気）
馬単票数 計 404234 的中 �� 1411（39番人気）
ワイド票数 計 342619 的中 �� 4260（17番人気）�� 597（78番人気）�� 8600（9番人気）
3連複票数 計 764345 的中 ��� 1960（77番人気）
3連単票数 計1211247 的中 ��� 202（669番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．2―49．1―1：01．8―1：13．6―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．4
3 ・（13，16）17（6，14）（7，11，9）15，8（5，1，12）（2，3）－4，10 4 ・（13，16）17，6，14（7，9）11（5，8，15）（1，12）（2，3）（10，4）

勝馬の
紹 介

シャイニードライヴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2014．2．24生 牡2鹿 母 ブライティアナイル 母母 ダイタクグレース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 コスモプラシデス号は，疾病〔右前管部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 シャイニードライヴ号の騎手木幡巧也は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14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。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンイリザブル号

21066 8月14日 晴 良 （28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

35 エ ピ カ リ ス 牡2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 浦河 鎌田 正嗣 482 ―1：54．4 2．3�
46 フェニックスマーク 牡2鹿 54 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 534 ―1：55．46 24．2�
23 トレンドライン 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460 ―1：55．5� 6．1�
611� リゾネーター 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert
Vester 506 ―1：57．110 7．0�

712 ワンダーウマス 牡2鹿 54 M．デムーロ山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 468 ―1：57．31	 11．1�
713 ショウナンライデン 牡2黒鹿54 田辺 裕信�湘南 古賀 史生 日高 中原牧場 494 ―1：58．15 27．0	
58 ドリームキャンパス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 480 ― 〃 アタマ 44．2

815 ウォーターメロン 牡2鹿 54 大野 拓弥大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 510 ―1：58．2クビ 12．3�
22 クレスコブレイブ 牡2栗 54 田中 勝春堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 520 ―1：58．41	 14．1�
34 フリーフリッカー 牡2鹿 54 北村 友一ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：58．93 23．4�
610 アシャカセルクル 牡2黒鹿54 柴田 善臣吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 500 ―1：59．21
 27．0�
814 ケ ル ビ ン 牡2鹿 54 津村 明秀野嶋 祥二氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 502 ―2：00．26 184．0�
47 フォルテメンテ 牡2鹿 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 488 ―2：00．3� 73．2�
59 スカイヴォヤージュ 牡2芦 54 江田 照男 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 504 ―2：01．57 87．1�
（14頭）

11 ヴォカツィオーネ 牝2栗 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 444 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，763，800円 複勝： 33，974，900円 枠連： 14，521，000円
馬連： 49，817，900円 馬単： 27，223，400円 ワイド： 28，174，700円
3連複： 61，953，900円 3連単： 78，940，400円 計： 329，370，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 440円 � 160円 枠 連（3－4） 3，020円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 320円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 30，160円

票 数

単勝票数 差引計 347638（返還計 5063） 的中 � 124902（1番人気）
複勝票数 差引計 339749（返還計 5473） 的中 � 78949（1番人気）� 13797（9番人気）� 59141（2番人気）
枠連票数 差引計 145210（返還計 6099） 的中 （3－4） 3721（12番人気）
馬連票数 差引計 498179（返還計 20151） 的中 �� 9745（17番人気）
馬単票数 差引計 272234（返還計 10347） 的中 �� 3134（24番人気）
ワイド票数 差引計 281747（返還計 14895） 的中 �� 5484（15番人気）�� 25786（1番人気）�� 3406（24番人気）
3連複票数 差引計 619539（返還計 50523） 的中 ��� 7885（16番人気）
3連単票数 差引計 789404（返還計 55146） 的中 ��� 1897（92番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―13．5―13．4―12．9―13．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．3―49．8―1：03．2―1：16．1―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ピ カ リ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2014．3．22生 牡2黒鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ヴォカツィオーネ号は，下見所で疾病〔疝痛〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイヴォヤージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月14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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アポロマーキュリー号・オルファリオン号・サリーバットマン号・シバクサ号・ブルブルブル号・

マイネルレンカ号・ラッキーアドバンス号・ランドジュピター号・リワードサヴァラン号



21067 8月14日 晴 良 （28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

612 ベアインマインド 牝3鹿 52 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424＋101：47．5 10．4�
11 アオイプリンセス 牝3鹿 52 柴田 善臣新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 432－ 4 〃 クビ 6．6�
47 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 蛯名 正義塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 510± 0 〃 ハナ 19．7�
816 スマートルビー 牝3栗 52 M．デムーロ大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 434＋ 61：47．6クビ 7．6�
815 スターファセット 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 4．0�
713 ラブリーアモン 牝3青 52

49 ▲木幡 巧也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462－10 〃 クビ 6．7�
23 ブランシェクール 牝3芦 52 戸崎 圭太 	キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：47．81 11．7

48 ファイアクリスタル 牝3鹿 52

51 ☆石川裕紀人田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 0 〃 クビ 14．0�

611 ヨシノザクラ 牝3芦 52 内田 博幸前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450± 01：47．9クビ 9．8�

35 ヴェルジョワーズ 牝5鹿 55 伊藤 工真 	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 458＋12 〃 クビ 24．5

24 アドマイヤピンク 牝4栗 55 和田 竜二近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464－ 41：48．11� 29．6�
59 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 嘉藤 貴行	ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 61：48．2� 50．2�
510 パラノーマル 牝3栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 81：48．3	 63．2�
36 ラベンダーメモリー 牝3鹿 52 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B434± 0 〃 ハナ 24．6�
12 アイノカケハシ 牝4鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 426－ 21：48．4	 61．9�
714 アイヅラブリー 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 472－ 21：50．1大差 278．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，093，200円 複勝： 58，150，100円 枠連： 26，718，100円
馬連： 82，973，700円 馬単： 35，543，500円 ワイド： 49，935，500円
3連複： 118，142，700円 3連単： 134，610，800円 計： 540，167，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 240円 � 450円 枠 連（1－6） 1，610円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，960円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 19，090円 3 連 単 ��� 90，360円

票 数

単勝票数 計 340932 的中 � 26053（6番人気）
複勝票数 計 581501 的中 � 49360（5番人気）� 67953（2番人気）� 31093（9番人気）
枠連票数 計 267181 的中 （1－6） 12813（7番人気）
馬連票数 計 829737 的中 �� 21414（8番人気）
馬単票数 計 355435 的中 �� 4399（17番人気）
ワイド票数 計 499355 的中 �� 10044（11番人気）�� 4279（40番人気）�� 6763（22番人気）
3連複票数 計1181427 的中 ��� 4641（69番人気）
3連単票数 計1346108 的中 ��� 1080（312番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．1―12．5―12．6―12．2―11．5―10．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．8―49．3―1：01．9―1：14．1―1：25．6―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベアインマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Richly Blended デビュー 2015．11．1 東京8着

2013．2．7生 牝3鹿 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 6戦2勝 賞金 15，000，000円

21068 8月14日 晴 良 （28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

36 アッラサルーテ 牝3栗 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：21．1 1．8�
59 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 52 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 472＋ 81：21．31� 11．2�
47 	 レッドアフレイム 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 11：21．4
 17．2�
11 	 ルールザユニバース 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448＋141：21．5
 8．6�
713� トルセドール 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480－ 21：21．6
 23．6	
715 コスモラパン 牝5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 416＋ 21：21．81� 12．8

816 シャイニングアロー 牝3青 52 柴田 善臣矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 442± 0 〃 ハナ 15．9�
23 クラシックマーク 牝5栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 458＋12 〃 ハナ 175．9�
35 ユ ッ セ 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社
松田牧場 468＋ 8 〃 ハナ 28．7

817 ダンディーアロー 牡3栗 54 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新冠 村上牧場 458＋141：22．01� 41．9�
48 グリーンバシリスク 牝3栗 52 杉原 誠人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B456± 0 〃 ハナ 55．4�
612 ダブルコーク 牡5黒鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 498＋ 8 〃 クビ 7．2�
611	 プロタゴニスト 牡5鹿 57

54 ▲木幡 巧也佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420± 01：22．1クビ 288．2�

818 パリーアーク 牡5鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：22．2� 41．6�
24 	 ユヅルノオンガエシ 牝4栗 55 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 474＋361：22．3
 190．8�
510 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 414＋ 21：22．4� 246．7�
12 キュートガール 牝3青鹿 52

50 △伴 啓太古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 420＋ 81：22．72 359．6�
714	 スズヨローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也鈴木与四郎氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 470－ 41：24．08 165．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，160，600円 複勝： 55，290，800円 枠連： 22，061，700円
馬連： 81，606，100円 馬単： 46，200，200円 ワイド： 48，484，400円
3連複： 107，302，700円 3連単： 162，191，100円 計： 558，297，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 450円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 350円 �� 620円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 11，700円

票 数

単勝票数 計 351606 的中 � 151614（1番人気）
複勝票数 計 552908 的中 � 194644（1番人気）� 47791（3番人気）� 20503（8番人気）
枠連票数 計 220617 的中 （3－5） 21211（4番人気）
馬連票数 計 816061 的中 �� 75352（3番人気）
馬単票数 計 462002 的中 �� 32327（3番人気）
ワイド票数 計 484844 的中 �� 39213（2番人気）�� 19708（6番人気）�� 4864（27番人気）
3連複票数 計1073027 的中 ��� 17666（14番人気）
3連単票数 計1621911 的中 ��� 10046（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．4―58．0―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッラサルーテ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．6．27 函館3着

2013．5．3生 牝3栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous 10戦2勝 賞金 28，912，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21069 8月14日 晴 良 （28新潟2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 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

35 タマノブリュネット 牝4栗 55 C．ルメール 玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 488＋ 21：52．0 11．1�
46 ルールソヴァール �4栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 8 〃 クビ 3．5�
713 オールマンリバー 牡4黒鹿57 内田 博幸三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500± 01：52．21	 5．7�
59 アルファアリエス 牡5鹿 57 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 468＋101：52．3
 102．1�
814 タイセイクルーズ 牡5栗 57 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：52．72
 62．3�
58 マウントハレアカラ 牡4鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：52．91	 2．3	
815� アースコネクター 牡5栗 57 大野 拓弥 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B506＋ 41：53．0クビ 14．9

34 � エターナルヒーロー �6黒鹿57 松若 風馬岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 478＋ 4 〃 ハナ 93．7�
610 サクラルコール 牡5栃栗57 北村 友一�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496－ 21：53．1
 13．1�
712 ヒ ム カ 牝5栗 55 和田 竜二�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 アタマ 98．7
11 カレングラスジョー 牡6栗 57 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：53．52
 18．0�
611 ハイランドジャガー 牡7芦 57 丸田 恭介小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 530＋22 〃 アタマ 144．3�
22 プレジールシチー 牡5黒鹿57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 498＋ 21：53．6クビ 90．8�
23 � ハッチャンハッピー 牝3鹿 52 木幡 初広野嶋 祥二氏 水野 貴広 様似 澤井 義一 454＋ 41：53．92 273．7�
47 シュシュブリーズ 牝5黒鹿55 田中 勝春 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：54．53
 123．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，811，800円 複勝： 61，782，900円 枠連： 22，641，400円
馬連： 113，059，000円 馬単： 54，089，300円 ワイド： 55，764，100円
3連複： 146，229，500円 3連単： 228，917，700円 計： 725，295，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 240円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 1，590円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 850円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 16，280円

票 数

単勝票数 計 428118 的中 � 30681（4番人気）
複勝票数 計 617829 的中 � 55430（4番人気）� 139043（2番人気）� 85849（3番人気）
枠連票数 計 226414 的中 （3－4） 10976（6番人気）
馬連票数 計1130590 的中 �� 63639（5番人気）
馬単票数 計 540893 的中 �� 12109（13番人気）
ワイド票数 計 557641 的中 �� 29489（5番人気）�� 15960（11番人気）�� 34898（4番人気）
3連複票数 計1462295 的中 ��� 44923（7番人気）
3連単票数 計2289177 的中 ��� 10191（48番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．8―13．4―12．1―12．0―12．7―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―50．0―1：02．1―1：14．1―1：26．8―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノブリュネット �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．3．22生 牝4栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 12戦3勝 賞金 49，932，000円
［他本会外：3戦1勝］

※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 クロフネビームス号・サクセスラディウス号・ダイチトゥルース号・チャオ号・ディアブルーダー号・

デグニティクローズ号・メイプルレインボー号・ヤンキーソヴリン号

21070 8月14日 晴 良 （28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，27．8．15以降28．8．7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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

818 ロワアブソリュー 牡3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：19．9 3．8�
817 ツーエムマイスター 牡4黒鹿55 C．ルメール 水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 61：20．11� 14．3�
59 エスティタート 牝3鹿 52 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 41：20．2� 14．6�
715 ワンスインナムーン 牝3鹿 52 柴田 善臣諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 448＋20 〃 クビ 7．2�
24 ド ー ヴ ァ ー 牡3栗 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 2 〃 ハナ 5．9�
816 オーヴィレール 牝3芦 51 和田 竜二下河	行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 462－ 81：20．41� 24．2

35 テンダリーヴォイス 牝4鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 430－ 41：20．61 7．8�
510 メンデンホール 牝3黒鹿52 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－101：20．7	 14．2
48 ナスケンリュウジン 牡5栗 53 津村 明秀那須 猛氏 萩原 清 新ひだか 桜井牧場 454－101：20．8クビ 242．0�
713 スマートプラネット 牝4鹿 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 474＋12 〃 ハナ 13．6�
611 マイネルディアベル 牡5青鹿56 柴田 大知 �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 B464± 01：20．9	 76．5�
36 キアロスクーロ 
3黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 6 〃 クビ 13．7�
23 オンタケハート 牡5鹿 55 吉田 豊宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 494＋121：21．0� 110．6�
11 ナムラバイオレット 牝3栗 51 石川裕紀人奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 488－ 21：21．1� 16．3�
47 � クレアドール 牝5青鹿52 大野 拓弥 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500－ 21：21．2� 70．1�
714 ジャストフォーユー 牡4鹿 55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：21．41� 33．8�
612 スワンボート 牡6鹿 51 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 466－ 2 〃 ハナ 287．4�
12 エリーティアラ 牝4青鹿54 石橋 脩谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B464＋ 61：21．5	 41．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，101，500円 複勝： 72，958，200円 枠連： 48，593，900円
馬連： 154，553，000円 馬単： 62，119，800円 ワイド： 75，204，800円
3連複： 208，551，700円 3連単： 255，634，500円 計： 929，717，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 480円 � 430円 枠 連（8－8） 1，590円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，490円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 15，160円 3 連 単 ��� 60，250円

票 数

単勝票数 計 521015 的中 � 108891（1番人気）
複勝票数 計 729582 的中 � 128979（1番人気）� 34332（9番人気）� 39995（7番人気）
枠連票数 計 485939 的中 （8－8） 23587（7番人気）
馬連票数 計1545530 的中 �� 39408（8番人気）
馬単票数 計 621198 的中 �� 10357（8番人気）
ワイド票数 計 752048 的中 �� 20381（4番人気）�� 13032（15番人気）�� 3830（63番人気）
3連複票数 計2085517 的中 ��� 10313（43番人気）
3連単票数 計2556345 的中 ��� 3076（159番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―11．0―11．7―11．9―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．3―33．3―45．0―56．9―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2015．12．12 阪神1着

2013．4．10生 牡3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 8戦3勝 賞金 51，678，000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。
（非抽選馬） 5頭 カネノイロ号・キングクリチャン号・スラリーアイス号・トモトモリバー号・ペリーホワイト号



21071 8月14日 晴 良 （28新潟2）第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第51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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

817 ヤングマンパワー 牡4黒鹿56 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 526＋121：31．8 6．1�
612 ダノンリバティ 牡4鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋ 2 〃 クビ 16．1�
47 マジックタイム 牝5黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470－ 81：32．01	 4．0�
35 ダンスアミーガ 牝5栗 54 石橋 脩 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 49．0�
611 ロサギガンティア 牡5青 57 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532－ 41：32．1クビ 4．5	
59 ラ ン グ レ ー 牡5鹿 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486± 01：32．2
 11．3

48 アルマディヴァン 牝6栗 54 横山 典弘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 494＋ 21：32．3クビ 46．5�
12 クラリティスカイ 牡4鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 496＋10 〃 ハナ 26．2�
36 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466＋ 4 〃 クビ 9．8
715 リーサルウェポン 牝5鹿 54 大野 拓弥 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 434± 01：32．4� 101．5�
24 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 494－ 41：32．5クビ 7．0�
510 レッドアリオン 牡6鹿 58 内田 博幸 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 478－ 61：32．6� 37．0�
11 サトノギャラント 牡7黒鹿56 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508－ 21：32．7� 56．0�
713 カレンケカリーナ 牝6黒鹿54 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－141：32．8� 53．5�
714 マジェスティハーツ 牡6鹿 56 北村 友一 �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 494＋ 61：32．9� 37．0�
816 マイネルアウラート 牡5黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 6 〃 アタマ 44．0�
818 タガノエトワール 牝5鹿 54 酒井 学八木 良司氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：33．11	 46．2�
23 クリノタカラチャン 牝6黒鹿54 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 430＋121：33．52� 329．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 205，452，400円 複勝： 289，515，400円 枠連： 151，398，600円
馬連： 730，027，700円 馬単： 291，488，900円 ワイド： 336，350，600円
3連複： 1，178，769，400円 3連単： 1，811，135，300円 計： 4，994，138，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 380円 � 170円 枠 連（6－8） 940円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 530円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 34，040円

票 数

単勝票数 計2054524 的中 � 267238（3番人気）
複勝票数 計2895154 的中 � 357447（4番人気）� 160893（7番人気）� 530589（1番人気）
枠連票数 計1513986 的中 （6－8） 123788（3番人気）
馬連票数 計7300277 的中 �� 129827（16番人気）
馬単票数 計2914889 的中 �� 30259（26番人気）
ワイド票数 計3363506 的中 �� 52661（17番人気）�� 175290（2番人気）�� 64863（13番人気）
3連複票数 計11787694 的中 ��� 165472（12番人気）
3連単票数 計18111353 的中 ��� 38566（84番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―10．8―11．3―11．4―11．9―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．4―45．7―57．1―1：09．0―1：19．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤングマンパワー �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．13 中山1着

2012．4．14生 牡4黒鹿 母 スナップショット 母母 ル フ ィ ー ラ 14戦4勝 賞金 145，614，000円

21072 8月14日 晴 良 （28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

713 ウエスタンユーノー 牝5芦 55
52 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 4 55．2 11．8�

611 イ オ ラ ニ �5黒鹿57 北村 友一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B474－ 2 55．3� 23．1�

36 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿 55
52 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 512＋ 2 〃 クビ 14．1�

48 コウユーココロザシ 牝4鹿 55
52 ▲木幡 初也加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 502－ 4 55．4クビ 23．4�

510 ワラッチャオ 牝4青鹿55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 470－ 8 〃 アタマ 2．9�
12 リュウツバメ 牝6鹿 55 丸田 恭介田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546± 0 55．5� 139．7	
612 サンクタリリアス 牝4芦 55 江田 照男
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 480± 0 55．6� 41．1�
714 ロードインスパイア 牡3青鹿 54

52 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448± 0 55．7クビ 4．1�
715	 カガハリウッド 牡4栗 57 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新冠 三村 卓也 486＋ 2 55．8� 47．1
23 ミキノドラマー 牡3鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 478＋ 2 〃 クビ 7．2�
11 タカラジャンヌ 牝5鹿 55 武士沢友治村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 430－ 6 55．9� 39．6�
818 ブロンディジェニー 牝4栗 55 横山 典弘浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 432－ 2 〃 ハナ 18．7�
816 アルマクレヨン 牡4栗 57 大庭 和弥コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 498－ 2 〃 ハナ 24．6�
24 	 クリノツーイーソー 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 450＋10 56．21� 111．6�
35 レッドランタン 牝4青鹿55 村田 一誠 K.C．タン氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 476＋ 4 〃 ハナ 56．8�
47 ソロダンサー 牝3鹿 52 津村 明秀�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム B474＋ 4 56．3クビ 14．7�
817 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿55 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 2 56．51
 95．7�
59 モアアピール 牝4芦 55

52 ▲木幡 巧也根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B482＋ 8 〃 クビ 72．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 79，437，400円 複勝： 93，073，200円 枠連： 64，742，000円 馬連： 197，498，900円 馬単： 85，393，400円
ワイド： 106，129，000円 3連複： 291，439，200円 3連単： 398，280，200円 5重勝： 558，172，300円 計： 1，874，165，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 710円 � 470円 枠 連（6－7） 2，010円

馬 連 �� 13，320円 馬 単 �� 25，610円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 2，410円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 55，420円 3 連 単 ��� 342，530円

5 重 勝
対象競走：札幌11R／小倉11R／新潟11R／小倉12R／新潟12R

キャリーオーバー なし����� 10，560，010円

票 数

単勝票数 計 794374 的中 � 53657（4番人気）
複勝票数 計 930732 的中 � 71956（4番人気）� 32450（9番人気）� 52439（5番人気）
枠連票数 計 647420 的中 （6－7） 24885（9番人気）
馬連票数 計1974989 的中 �� 11483（40番人気）
馬単票数 計 853934 的中 �� 2500（77番人気）
ワイド票数 計1061290 的中 �� 6147（46番人気）�� 11467（23番人気）�� 5093（52番人気）
3連複票数 計2914392 的中 ��� 3944（162番人気）
3連単票数 計3982802 的中 ��� 843（918番人気）
5重勝票数 計5581723 的中 ����� 37

ハロンタイム 11．9―9．9―10．5―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．8―32．3―43．2

上り4F43．3－3F33．4
勝馬の
紹 介

ウエスタンユーノー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．3．1 中山1着

2011．3．11生 牝5芦 母 ウエスタンルージュ 母母 トップウィッシュ 21戦3勝 賞金 40，488，000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 メランコリア号

３レース目
５レース目



（28新潟2）第6日 8月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 197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

238，200，000円
9，970，000円
1，990，000円
26，550，000円
76，503，500円
5，428，000円
1，891，200円

勝馬投票券売得金
622，252，200円
883，106，700円
419，989，100円
1，671，244，200円
758，479，300円
858，897，600円
2，477，176，800円
3，598，126，800円
558，172，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，847，445，000円

総入場人員 16，445名 （有料入場人員 14，116名）
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